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This felt applique is an iron-on applique, consisting of a number of felt parts,
which are combined together piece by piece by hand.  You can decorate 
anything such as bags, clothes, and paperwork including albums and notes 
as you like.  It is washable, because it is made from polyester.Made in Japan.

ひとつずつ、手作業で組み合わせたアイロン接着のアップリケです。エコバ
ッグやレッスンバッグ、お子さんの洋服、アルバムやノートなどの紙製品ま
で好きな場所にデコレーションできます。 フェルトはポリエステル製ですの
でお洗濯も可能です。日本製です。

Product name : Felt Applique
Size : W30~125×H30~110×D1 (mm)
Material : Felt (polyester 100%)
               Film
Made in JAPAN
Packing unit ： 5 

●Set an iron at dry medium tempe-
rature (140℃~160 ℃ cotton use),  
cover with cloth and strongly press
it 15 ~20 second.
●In the case of elasticized material 
or raised material, we recommend 
sewing on.
●Washing in water is OK, but avoid
 dry cleaning and drying machine.

商品名：フェルトアップリケ
希望小売価格：
　381 円＋税　477円＋税 　620円＋税
サイズ：W30～125×H30～110×D1 (mm)
材質：フェルト（ポリエステル 100%）
　　　アイロン接着フィルム  （ポリウレタン系樹脂）
製造国：日本
発注単位：各 5
※使用方法
　必ず当て布をして、アイロン ドライ中温（140℃ 
　~160℃）で15～20秒強く押し当ててください
　伸縮素材、起毛素材には縫い付けを推奨
　洗濯可（ただしネットに入れて水洗い）
　ドライクリーニングは不可

フェルトアップリケ / Felt Applique





フェルトアップリケ / Felt Applique

原寸

30mm

25mm

タイプ　 　品番　　　 J A N タイプ　 　品番　　　 J A N

A E-01 4562441499011
B E-02 4562441499028
C E-03 4562441499035
D E-04 4562441499042
E E-05 4562441499059
F E-06 4562441499066
G E-07 4562441499073
H E-08 4562441499080
I E-09 4562441499097
J E-10 4562441499103
K E-11 4562441499110
L E-12 4562441499127
M E-13 4562441499134
N E-14 4562441499141

O E-15 4562441499158
P E-16 4562441499165
Q E-17 4562441499172
R E-18 4562441499189
S E-19 4562441499196
T E-20 4562441499202
U E-21 4562441499219
V E-22 4562441499226
W E-23 4562441499233
X E-24 4562441499240
Y E-25 4562441499257
Z E-26 4562441499264
dot E-27 4562441499271

商品名：フェルトアップリケ
希望小売価格：
　各100円＋税（E-1～E26) 
   50 円＋税（E-27)
サイズ：W20～30×H20～30×D1 (mm)
材質：フェルト
　表　面：ポリエステル 100%
　裏　面：アイロン接着フィルム　（ポリウレタン系樹脂）
製造国：日本
発注単位：各 5

Product name : Felt Applique

Size : W20~30×H20~30×D1 (mm)

Material : Felt (polyester 100%)

               Film

Made in JAPAN

Packing unit ： 5 

It is the applique of the initial  which  adheres with an iron. It is good to com-
bine other original applique.

イニシャルのアイロン接着アップリケです。絵柄のアップリケと組み合わ

せて使う事で、オリジナルの持ち物が完成します。



バラバラに切り抜いたフェルトをひとつずつ手作業で組み合わせて作った
コースターです。フェルトの発色がきれいなので、置くだけでテーブルが華
やかになります。２個セットでお友達の誕生日などのギフトにも最適です。
日本製です。

This felt coaster consists of a number of felt parts, which are combined
together piece by piece by hand.  As felt produces a great color, you can
brighten up a table just by placing it on there .  It is most suitable for a gift 
such as a birthday present for your friends.  Made in Japan.

赤リンゴ　　　C-01　　　4562441490018

青リンゴ　　　C-02　　　4562441490025

タイプ　　　        　 　 品番　　　           　 J A N

フェルトコースター / Felt Coaster

商品名：フェルトコースター
希望小売価格：各720円＋税
サイズ：W100×H135×D3 (mm)
材質：フェルト
　表　面：ウール 60% レーヨン 40％（撥水加工）
　裏　面：ポリエステル 100%
※表面は撥水加工していますが、洗濯は不可
製造国：日本
発注単位：各 5

Product name : Felt Coaster

Size : W100×H135×D3 (mm)

Material : Felt

　front : wool 60%  rayon 40％

　back : polyester 100%

※You cannot wash this product

Made in JAPAN

Packing unit ： 5 



アップリケは別売りです



アップリケは別売りです



シューズ袋  / Shoe Bag

商品名：シューズ袋
希望小売価格：各 2900円＋税
サイズ：W200×H270×D40 (mm)
　　　　持ち手W25×H150 (mm)
材質：
　無地部分　綿 100％（ネイビー）
　　　　　　綿35％ ポリエステル65％（ピンク）
　柄部分　　綿50％ ポリエステル50％
　薄綿　　　 ポリエステル100％
製造国：日本
発注単位：各 1

Product name : Shoe Bag

Size : W200×H270×D40 (mm)

　　　handle W25×H150 (mm)

Material :

    ・plain part      cotton 100％(navy)

       cotton 35% polyester 50%(pink)

     ・pattern part      

       cotton 35% polyester 50%

Made in JAPAN

Packing unit ： 1 

B-12 4562441492128

B-13 4562441492135

アップリケは別売りです



ブルー（男の子用）　　　E-28　　4562441499288
ピンク（女の子用）　　　E-29　　4562441499295

タイプ　　　        　 　 　　　　　　　品番　　　         J A N

This is a gift set which attracted popular appliques (car,airplane and dino- 
saur etc. for boy,princess and  castle etc. for girl).
We packed it to a gift box with the cotton carefully.
It is available as a celebration of the entering a kindergarten and a petit 
gift.

人気のアップリケを集めたギフトセットです。男の子には車や恐竜、飛行機
女の子にはお姫様やお城などをセットにしました。
綿の入ったギフトボックスに丁寧に梱包しました。
入園のお祝いや、プチギフトとしてご利用いただけます。　

Product name : applique gift set

Box size : W190×H180×D28 (mm)

Set : 

  Blue box ( for boy)

    dinosaur, car, airplane,boy in blue

    clothes,house and tree

    manual

  Pink box ( for girl)

    princess, dwarf (4 people), moon

    star (2 pieces) and castle

    manual

Made in JAPAN

Packing unit ： 1 

商品名：アップリケギフトセット
希望小売価格：各 2800円＋税
ボックスサイズ：W190×H180×D28 (mm)
内容物：
　ブルー（男の子用）
　　恐竜・車・飛行機・青服の男の子・家
　　・木
　　接着説明書
　ピンク（女の子用）
　　お姫様・小人 4人・月・星２個・お城
　　接着説明書
製造国：日本
発注単位：各 1

アップリケギフトセット / Gift Set

リボンは参考例です



商品名：ランチトートバッグ
希望小売価格：600円＋税
サイズ：W300×H200×D100 (mm)
　　　　持ち手W25×H290 (mm)
材質：綿 100％
内容量：4リッター
縫製：中国
発注単位：5

Product name : Linen Tote Bag

Size : W300×H200×D100 (mm)

　　　handle W25×H290 (mm)

Material : Cotton 100％

Sewing : CHINA

Packing unit ： 5 

ネイビー　　B-02　　　4562441492029

色　　　　　　　　　品番　　　           　 J A N

アップリケは別売りです

This is a lunch bag which is suitable for putting a lunch box and a bottle in.
It is great to take to both work and school.You can make it into an original 
bag by attaching our other selling appliques. 

お弁当やペットボトルがちょうど入るランチバッグです。別売りのアップ
リケを付けると、オリジナルの鞄ができあがります。

ランチトートバッグ/ Lunch Tote Bag

This is a felt brooch consisting of a number of felt parts, which are com-
bined together piece by piece by hand. The same parts of the felt are 
layered, so it is solid enough to wear.  Made in Japan.

ひとつずつ、手作業でフェルトを貼りあわせて作ったブローチです。金太
郎あめのように表も裏も同じ図案にしあげました。厚みは３mmあるので、
しっかりしています。日本製です。　

フェルトブローチ / Felt Brooch

Product name : Felt Brooch

Size : W30～75×H25～70×D3 (mm)

Material : Felt (polyester 100%)

　          Brass pin

Made in JAPAN

Packing unit ： 1 

商品名：フェルトブローチ
希望小売価格：各 1500円＋税
サイズ：W30～75×H25～70×D3 (mm)
材質：フェルト（ポリエステル 100%）
　　　真鍮ピン（日本製）
製造国：日本
発注単位：各 1

目玉焼き
H-04
4562441495044

水着
H-09
4562441495099

犬
H-05
4562441495051

宇宙人
H-10
4562441495105

飛ぶ子
H-02
4562441495020

ペンギン
H-07
4562441495075

パンダ
H-03
4562441495037

猫
H-08
4562441495082

タイプ

品    番

J A N

赤ずきん
H-06
4562441495068

走る男
H-01
4562441495013



Product name : Soft Alter

Material :  Main  Felt（polyester 100%）

                   Pedestal  MDF(wood)

Made in JAPAN

Packing unit ： 1

Product name : Wrapping Paper

Size :  W515×H364(mm)  

Material :  Paper

Made in JAPAN

Packing unit ： 5

It is the applique which adhere with an iron. It is made by putting together by
hand one by one. You can decoration to an eco-bag and lesson bag, clothes
of a child, an album or the notebook. It is washable , because it is made by 
polyester. Made in Japan.

ソフト神棚 / Soft Alter

フェルトを型抜きして、丁寧に貼り合わせて作った神棚です。御札をいれて飾る
ことができます。壁掛けにも、置くタイプでも両方でお使いいただけます。
日本製です。

商品名：ソフト神棚
希望小売価格：8000円＋税
サイズ：W222×H264xD6(mm)
材質：本体　フェルト (ポリエステル 100%）
　　　台座　MDF( 木材）
製造国：日本　　発注単位：1

Z-01          4562441498014

※本商品は「ここかしこ」とのコラボレーション商品です。

ラッピングペーパー/ Wrapping Paper

It is the colorful wrapping paper which illustrate boys ,girls ,house and flower. 
You can use it  to  cover the book  and  wrapp the present .It is useful in various
scene.We recommend you cut paper, and  put it  on the letter.

男の子、女の子、動物、建物にお花などカラフルなイラストが並ぶラッピング
ペーパーです。文庫本のブックカバーや贈り物への包装紙など、いろいろな場面
で活躍しそうなペーパー。切り取って、手紙に貼ってもかわいいです。

商品名：ラッピングペーパー（5枚入り）
希望小売価格：500円＋税
サイズ：W515×H364 (mm)    
材質：本体　上質紙
製造国：日本　　発注単位：5セット

Z-03         4562441498038

SAMPLE



代表  / デザイナー　トヨクラタケル
1978年大阪生まれ。2003年からイラストレーターとして書籍をはじめ雑誌、広告の分野で活動。
主な仕事に「りそな銀行」キャッシュカード、「ダイハツ」 カレンダー、「フリーター、家を買う。」
装画など。主な著書に「フェルトで作るイラスト練習帖」（誠文堂新光社）がある。
イラストレーションの受賞歴多数。また、国内海外で作家として展覧会を多数開催している。

CEO / Designer  Takeru Toyokura
He was born in Osaka in 1978.  He started to work as a professional illustrator/artist in 2003. Now
he is working as an illustrator for various books and advertising. He is selected for the many compe-
titions. He held the many shows around the world.

『絵本から飛び出たかのような物語性のある日用品』をテーマにイラストレーター トヨクラタケル
がデザインする、フェルトの雑貨ブランドです。
モノに作り手の思いやストーリーを込める事で、長く愛されるモノになると信じています。また、
一方通行ではなく、お客さんとともに価値が高まるモノ作りを目指します。町工場の協力のもと、
大量生産と作家モノの間をいく中量生産で、新しいモノづくりを提案していきます。

屋　　号　：Re:VERSE 
創　　業　：2013年
住　　所　：567-0046 大阪府茨木市
Tel/Fax　：072-664-0511（受付時間 平日 9：00～18：00）
E - mail　：　reverse_products@t.zaq.jp
W  e   b　：https://re-verse. jp
取引銀行　：三井住友銀行　茨木西支店
代　　表　：豊蔵　健
事業内容　：デザイン雑貨の企画、製造卸
主要取引先：三越伊勢丹ホールディングス、高島屋、阪急阪神百貨店

” Re:VERSE PRODUCTS ” is a brand using felt, which an illustrator Takeru Toyokura designs under
the theme of "daily goods which have a story like a picture book ".  We are making them with heart, 
so we believe that they must be loved for a long time. Our target is that it will be value-added through 
interactive communication with our customers. We suggest such a new concept of manufacturing 
with the cooperation of a small factory.

Company Profile Brand Concept

商品に関するお問い合わせ　 　　072-664-0511（担当：トヨクラ）            　    reverse_ products@t .zaq . jp


