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●みかんぼうや 2001.12月発売

がんばりやさんのみかんぼうや、しっかり者のゆずちゃん、
クールなすだちちゃん。みんなは誰に似てるかな？元気なオ
レンジ色で楽しくそろえてね。

がんばりやさんの温州み
かん。さむがりなのに子
供たちの好きな冷凍みか
んになるのが夢。

おフロ好き。毎日が楽し
く幸せに過ぎていく、み
かんぼうやのお姉さん的
存在。

クール。ムダなことはし
たくないと思っている。
つっこみがするどい。

自らすっぱい顔がしみつ
いてしまったレモンの中
のレモン。

ルビーちゃん(右)とホワ
イトちゃん(左)。みかん
ぼうやをかわいがる大人
のお姉さん。
２人はいつもいっしょ。

言葉は通じなくても、明
るく、みかんぼうやをせ
いいっぱい勇気づける。

温室育ちのワガママおぼっ
ちゃまハウスみかんと、彼
を厳しくもあたたかい目で
見守るでこぽん。
どっしりとしていて、頼り
がいがある。
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ぶら
２
みかんぼうや（￥400）

ボールチェーン付のぶら
2
マスコットにみかんの香り

の香り玉つき！！
仲間たちも勢揃い！（各￥400） 
ネットに入って本物のみかんみたい！！

マスコット付シャープペン・ボールペン
（各￥380）
ちっちゃなみかんぼうやに胸キュン！！

ファスナーホルダー
（￥250）
パッケージもカワイイ!

ペンポーチ(￥700) みかんぼうやとおでかけしよう！

コインケース(￥550) 肩かけポーチ(￥780)
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●みかんぼうや 2002.8月発売

今回はみんなで仲よく旅にいったよ！！

デザインもPOPで元気いっぱいになったので夏の楽

しい思い出作りにみかんぼうやも一緒につれていっ

てね！！

みんながあそびに来て、
はりきるＭｒ. オレンジ。
みかんぼうやはドキドキワクワク。
さぁ、どんな旅になるのかな？

ユズちゃんのお気に入りは

大きなアイスクリーム。

あ～っ、あぶない！！

サンバイザーをかぶった

おしゃれなスダチちゃん。

キマってるね！

カジュアルなファッションにぴったりの

にぎやかなアイテム

全部あつめたくなっちゃう！？

かわいいぬいぐるみシリーズ
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ミニバッグ

￥680

おでかけに

ぴったり！

トートバッグ

￥1000

ポーチ

￥580

かさばらない

薄型タイプ

ケース入りみ

かんぼうや

￥650

ケース入り

ゆずちゃん

￥650

みかん型ケースに

入っているよ

スダチちゃんもあります。

抱きぐるみ

￥1500

フカフカでかっわい～

い！

おともだちにじまんできるね！

ポップなオレンジカラーのステーショナリー

メモパッド

￥250

Ｂ５ノート

￥150

カンペン
￥380

のり
（ペットボトル）

￥120
ペットボトルそっくり
のたのしいのりだよ

マスコット付
シャープペン・ボールペン

各￥380
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●みかんぼうや 2002.12月発売

ちょっぴり寒くなってきましたね。

そんな日のために前回よりあったかい感じのす

るオレンジ色を使ってみたよ。

オススメはパペットぬいぐるみ！すごくかわい

い出来だからお店でチェックしてみてね！
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新デザインの文具も充実！！
はだみはなさずそばにおいてね！

みかんぼうやのお守りアイテム

メモパッド

￥２５０

シャープペン

ボールペン

各￥２５０

カバーにポケットが

ついて便利！！

おこづかい帳

￥３００

カラフルな６色バリ

エ

置いて！置いて！

みかんぼうや

￥２８０

サイコロをふって運

気check。ファス

ナーホルダーになる

マスコット入りで

超お得！

サイコロ

うらないボトル

￥３８０

おもしろかわいい雑貨も注目！

みかんぼうやとユズちゃん

愛用のコタツがそのまま

ティッシュカバーに！

ぬいぐるみティッシュカバー

￥１５００

コロンとしたぬいぐる

み？

はっぱをめくると

なんと貯金箱！！

ぬいぐるみバンク

￥８５０

手を入れて動かせる！遊べるぬいぐるみ。

パペットぬいぐるみ

各￥１２００
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●みかんぼうや 2003.3月発売

今回は新しいお友達が増えました！

イチゴちゃんはとびっきり元気な女の子。

ピーチンはやさしい恥ずかしがりやさん。

ベリーボーイはいたずら好きのやんちゃっこ。

みんなはどの子がお気に入りかな？

あなたや、お友達にそっくりだったりして・・？
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▲メモパッド（￥２５０）

ポストカードが２枚ついたメ

モ！

▲ひき出しボックス入りレター（￥４５０）

▲ねりけし（￥１００）

全６種　

いろんなフルーツの香り！

▲ミニレター（￥１８０）

お買い物ぶくろ風封筒付の

パロディミニレター

▲ちょい寝まくら（￥１５００）

イチゴちゃん、ピーチン、

ベリーボーイもあるよ

ＴＶＣＭや店頭で、みかんぼうやと仲間たちをみつけてね。

もっと詳しく知りたい方は、

壁紙やアイコンのダウンロードもできる

ハウスのＨＰへ。
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●みかんぼうや 2004.4月発売

オレンジ色で明るく楽しい文房具がたくさん！
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▲Ｂ５ノート（￥１５０） ▲Ｂ６交換ノート(￥１２０) ▲クロスメモ(￥１００) ▲たて型ペンポーチ(￥６８０)

人気のデニム素材だよ！

▲ボックス入りメモ(￥３００)

写真立てにもなるよ！

▲マスコット付シャープペン(￥３８０)

みかんぼうやのカワイイ顔マスコット付だよ。

カワイイぬいぐるみもたくさん！！いっぱい集めてお部屋をにぎやかにできちゃう

よ。

▲ぬいぐるみ

(￥２３００)

▲くったりぬいぐるみ

(￥６８０)

▲みかんぼうやと

くつろぎクッション

(￥１９８０)

▲アロマぬいぐるみ

(￥１０００)
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●みかんぼうや 2004.4月発売

クランベリーちゃんが

ケーキ落としちゃった…
 

みかんぼうやに食べさせてもらって

ラズベリーちゃんもうれしそう！

▲メモパッド

(￥250)

▲クロスメモ

(￥100)
▲シャープペン(￥280) ▲ペンポーチ(￥780)
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▲くったりぬいぐるみ(￥680)

▲ぬいぐるみ(￥2300)
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みかんぼうや 2005.4月発売

元気いっぱいで

いたずらっこ

ブラッドくんに

いつもくっついて

遊んでいる弟分

がんばりやさんの男の子
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Ｂ６交換ノート￥150　おこづかい帳￥150

メモパッド￥250

オレンジカラーと虹がとってもキュート！

三角マチペンポーチ￥780　ミラー付！

コインケース￥380　カードも入っちゃう！

キラキラデニムにキラキララメ印刷！

みかんぼうやのししゅうが入ってるよ！

くったりぬいぐるみ各￥680

いままでのシリーズとおなじサイズ！

集めてもとってもカラフルでかわいい

よ！

みかんぼうやとイチゴちゃんは新ポー

ズ！

みかんぼうやコレクション各￥300

かわいいみかんぼうやとメイツが！

誰がでてくるかお楽しみ！うらないと鈴つきだよ！

フィンガーパペット４キャラ各￥300

指にはめて遊べちゃう！

ミニポーチ￥600

ひも付きだから、首からさげたり、ポシェットにしたり・・。

コインやリップetc入れてね！
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みかんぼうや 2006.3月発売

ぬいぐるみホルダー各￥420

キラキラ素材！携帯とバッグに両方便利な

ストラップパーツ＆ボールチェーン付です！

ぬいぐるみダイカット巾着

￥500

ぬいぐるみ小物入れ

￥580

携帯スタンドぬいぐるみ

￥680

ステーショナリーも

かわいいよ！
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