BABY / KIDS

ベビー ／ キッズ

BABY
KIDS

MOBILE POCKET

Kakkara デイジー
YE イエロー

POSTIMERKKI スタンプ
TQ ターコイズ

POSTIMERKKI スタンプ
RD レッド

PIKKU ピック
BL ブルー

Hedelmäpuu ヘデルマプー
BE ベージュ

Safari サファリ
GR グリーン

Safari サファリ
PK ピンク

Hedgehog ヘッジホッグ
BL ブルー

Hedgehog ヘッジホッグ
PK ピンク

Pikkulinnut ピックリンツ
YE イエロー

domino ドミノ
PK ピンク

domino ドミノ
BL ブルー

Kakkara デイジー ／ PK ピンク

BABY / KIDS
ベビー ／ キッズ

移動ポケット
本体価格 ： ¥1,600+税
サイズ ： 約W14.8×H11.8cm 素材 ： 綿100％（表PVC加工)

made in Japan

クリップ付きの取り外し可能な移動ポケット。
お子様にも使いやすいサイズで、毎日必要なハンカチとポケットティッシュを入れて持ち歩けます。

LESSON BAG

Kakkara デイジー
PK ピンク

Kakkara デイジー
YE イエロー

POSTIMERKKI スタンプ
TQ ターコイズ

POSTIMERKKI スタンプ
RD レッド

PIKKU ピック
BL ブルー

Hedelmäpuu ヘデルマプー
BE ベージュ

domino ドミノ ／ BL ブルー

Safari サファリ
GR グリーン

Hedgehog ヘッジホッグ
PK ピンク

Safari サファリ
PK ピンク

Pikkulinnut ピックリンツ
YE イエロー

Hedgehog ヘッジホッグ
BL ブルー

domino ドミノ
PK ピンク

レッスンバッグ
本体価格 ： ¥2,400+税
サイズ ： 約W40×H30cm（持ち手を含む丈）約40cm
素材 ： 綿100％（表PVC加工) made in Japan
絵本が入るサイズ。ラミネート加工で汚れにくいです。
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BABY / KIDS

SHOES BAG

Kakkara デイジー Kakkara デイジー POSTIMERKKI
PK ピンク
YE イエロー
スタンプ
TQ ターコイズ

POSTIMERKKI

PIKKU ピック
BL ブルー

Hedgehog

Pikkulinnut

domino ドミノ
PK ピンク

スタンプ
RD レッド

Hedelmäpuu
ヘデルマプー
BE ベージュ

Safari サファリ ／ PK ピンク

シューズバッグ
本体価格 ： ¥1,800+税
サイズ ： 約W20 H28cm（持ち手を含む丈）約41cm
素材 ： 綿100％（表PVC加工) made in Japan

Safari サファリ
GR グリーン

ヘッジホッグ
PK ピンク

Hedgehog

ヘッジホッグ
BL ブルー

ピックリンツ
YE イエロー

domino ドミノ
BL ブルー

PURSE

BABY / KIDS

子どもの上履きが入るサイズ。ラミネート加工で汚れにくいです。

／

Hedelmäpuu ヘデルマプー ／ BE ベージュ

Kakkara デイジー ／ PK ピンク

Kakkara デイジー ／ YE イエロー

PIKKU ピック ／ BL ブルー

Hedgehog ヘッジホッグ ／ BL ブルー

POSTIMERKKI スタンプ ／ TQ ターコイズ

Safari サファリ ／ GR グリーン

Hedgehog ヘッジホッグ ／ PK ピンク

巾着大
本体価格 ： ¥1,300+税
サイズ ： 約W30 H35cm 素材 ： 綿100％

domino ドミノ ／ BL ブルー

POSTIMERKKI スタンプ ／ RD レッド

Safari サファリ ／ PK ピンク

Pikkulinnut ピックリンツ ／ YE イエロー

domino ドミノ ／ PK ピンク

巾着小
made in Japan

体操服を入れたり、旅行グッズの整理をしたりするのに便利なサイズ。

本体価格 ： ¥800+税
サイズ ： 約W20 H22cm 素材 ： 綿100％

made in Japan

コップやお箸箱が入るサイズ。小物整理にも役立ちます。

BABY / KIDS
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KIDS APRON

Kakkara デイジー
PK ピンク

POSTIMERKKI
スタンプ

Hedelmäpuu

TQ ターコイズ

ヘデルマプー
BE ベージュ

Safari サファリ
GR グリーン

BABY / KIDS

PIKKU ピック ／ BL ブルー
Hedgehog

Pikkulinnut

ヘッジホッグ
BL ブルー

ピックリンツ
YE イエロー

domino ドミノ
PK ピンク

キッズエプロン

ベビー ／ キッズ

本体価格 ： ¥2,400+税
サイズ ： 約100～120cm対応

身丈 ： 51cm
（紐含まず）／身幅74cm／紐丈44cm（平置き時） 素材 ： 綿100％

made in Japan

頭からすとんと着られる着脱簡単仕様。給食、お絵描き、お手伝いなどに使えます。入園、入学のプレゼントにも喜んでいただけます。

SUN HAT

Kakkara デイジー
PK ピンク

PIKKU ピック
BL ブルー

Hedgehog ヘッジホッグ
BL ブルー

POSTIMERKKI スタンプ
TQ ターコイズ

Safari サファリ
GR グリーン

Hedgehog ヘッジホッグ
PK ピンク

サンハット56㎝

サンハット52㎝

本体価格 ： ¥2,800+税
サイズ ： 約56cm( 頭周り) 目安：園児～小学生低中学年程度
素材 ： (表地・裏地)綿100％ made in Japan
※あごひも付き

本体価格 ： ¥2,600+税
サイズ ： 約49 ～ 52cm(頭周り) 目安：幼児程度
素材 ： (表地・裏地)綿100％ made in Japan
※あごひも・調節ゴム付き

Safari サファリ
PK ピンク

domino ドミノ
YE イエロー

シンプルでありながら、日差し除けのつばが広く、機能的なデザイン。コーディネートを華やかに仕上げます。あごひもも付いているので、思いっきり遊んでも◎。親子でお揃いでかぶれます。
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BABY / KIDS

BOTTLE CASE

Kakkara デイジー
PK ピンク ／ GR グリーン

BABY / KIDS

POSTIMERKKI スタンプ
TQ ターコイズ ／ YE イエロー

Hedelmäpuu ヘデルマプー
BE ベージュ
／

ボトルケース
本体価格 ： ¥2,600+税
サイズ ： 約W12 H22.5 D8cm 素材 ：【表地】綿（表PVC 加工)【裏地】ポリエチレン（アルミ蒸着加工） made in China
サイドファスナーでボトルの出し入れが楽にできます。 哺乳瓶やペットボトルを入れて、お出かけに便利なアイテムです。

POCKET BIB

Kakkara デイジー
PK ピンク

Kakkara デイジー
GR グリーン

POSTIMERKKI スタンプ
TQ ターコイズ

POSTIMERKKI スタンプ
YE イエロー

Hedelmäpuu ヘデルマプー
BE ベージュ

Pikkulinnut ピックリンツ
YE イエロー

Safari サファリ
PK ピンク

Hedgehog ヘッジホッグ
BL ブルー

Hedgehog ヘッジホッグ
PK ピンク

Safari サファリ ／ GR グリーン

お食事エプロン
本体価格 ： ¥1,600+税
サイズ ： 約W29 H27cm 首周り：約25cm 素材 ：【表地】綿100％【裏地】ポリエステル100％

made in Japan

離乳食開始時期のお子さまの必需品アイテム。1番下のポケットが食べこぼしをキャッチし、お洋服の汚れを防ぎます。 首周りが面ファスナーなので、取り外しも楽チン。

BABY / KIDS
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BABY BIB
リバーシブル

Kakkara デイジー
PK ピンク ／ GR グリーン

Hedelmäpuu ヘデルマプー
BE ベージュ ／ BL ブルー

Safari サファリ
GR グリーン ／ BL ブルー

Pikkulinnut ピックリンツ
YE イエロー ／ BL ブルー

POSTIMERKKI スタンプ
TQ ターコイズ ／ YE イエロー

ベ ビ ー ス タ イ（ リ バ ー シ ブ ル ）
本体価格 ： ¥1,200+税
サイズ ： 約W20.7 H25.5cm 首回り 約25cm 素材 ： 綿100％
※最大3段階の調節が可能です。

made in Japan

BABY / KIDS

両面リバーシブルで贅沢な作りのベビースタイ。気分によって使い分け自由。中材には防水生地を使用しているので、服がよだれでぬれにくいです。

MATERNITY RECORD BOOK CASE

／

Kakkara デイジー
PK ピンク

Safari サファリ
BL ブルー

Safari サファリ
PK ピンク

母子手帳ケース
本体価格 ： ¥3,800+税
サイズ ： 約W23 H18.5 D1.5cm 最大開口幅 ： 約15cm
素材 ：【表地】綿100%
（表PVC加工）
【裏地】ナイロン100％

made in China

生地の表面にラミネート加工を施した母子手帳ケース。ジャバラ式で、収納力抜群。
15 個のカードポケット付きで、母子手帳やカードの整理に便利なアイテムです。片手でも開けやすい面ファスナー仕様。

DIAPER POUCH

Kakkara デイジー
PK ピンク

POSTIMERKKI スタンプ
TQ ターコイズ

POSTIMERKKI スタンプ Hedelmäpuu ヘデルマプー
BE ベージュ
YE イエロー

Kakkara デイジー ／ GR グリーン
Safari サファリ
GR グリーン

Safari サファリ
PK ピンク

Hedgehog ヘッジホッグ
BL ブルー

Hedgehog ヘッジホッグ
PK ピンク

おむつポーチ
本体価格 ： ¥4,400+税
（表PVC加工）
【裏地】ナイロン100％
サイズ ： 約W26 H20 D7.5cm 素材 ：【表地】綿100%

made in China

持ち手付きで、持ち運びにも便利。前面・背面にそれぞれファスナーポケットがあり、赤ちゃんのお出かけに必要な物をまとめて収納できます。出産祝いにも喜ばれるアイテムです。
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WIPES SHEET POUCH

Kakkara デイジー
GR グリーン

Hedelmäpuu ヘデルマプー
BE ベージュ

Kakkara デイジー
PK ピンク

Safari サファリ
GR グリーン

Safari サファリ
PK ピンク

POSTIMERKKI スタンプ
TQ ターコイズ

Hedgehog ヘッジホッグ
PK ピンク

POSTIMERKKI スタンプ
YE イエロー

Hedgehog ヘッジホッグ
BL ブルー

おしりふきポーチ
本体価格 ： ¥2,200+税
サイズ ： 約W17×H12×D4cm

素材 ： 綿100％（表PVC 加工)

made in Japan

Kakkara デイジー
PK ピンク

POSTIMERKKI スタンプ
TQ ターコイズ

POSTIMERKKI スタンプ
YE イエロー

PIKKU ピック
BK ブラック

Hedelmäpuu ヘデルマプー
BE ベージュ

domino ドミノ
GY グレー

ベビー ／ キッズ

SUCKING PAD

BABY / KIDS

赤ちゃんのおしりふきが袋ごとピッタリ入るサイズです。市販のおしりふきシートやウエットシートを可愛く持ち歩るけるアイテムです。

Kakkara デイジー
GR グリーン

サッキングパッド
本体価格 ： ¥1,400+税
サイズ ： 広げた状態 約W22×H15cm 素材 ： 綿100％

made in Japan

抱っこひも用のよだれパッドにも北欧デザインを取り入れて。
お出かけがきっと楽しくなります。出産祝いにも最適。ベビーカーやリュックのベルト部分に巻いても◎。

BABY CARRY COVER

Kakkara デイジー
PK ピンク

Kakkara デイジー
GR グリーン

PIKKU ピック
BK ブラック

POSTIMERKKI スタンプ POSTIMERKKI スタンプ
TQ ターコイズ
YE イエロー

Hedelmäpuu ヘデルマプー
BE ベージュ

domino ドミノ
GY グレー

抱っこひも収納カバー
本体価格 ： ¥2,600+税
サイズ ：【広げた状態】約Ｗ41×Ｈ54cm【閉じた状態】約Ｗ41×Ｈ26㎝

素材 ： 綿100％

made in Japan

かさばる抱っこひもがコンパクトに。 バッグのように、コンパクトに持ち運ぶことができます。

BABY / KIDS
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