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May your sweet angel
bring you much happiness!!

ご出産おめでとうございます！

あどけない天使の笑顔

優しくて楽しいパパ・ママのもとで

健やかに育ちますように・・・。

ベビーとの新生活にご活用いただける

お祝品をお贈りさせていただきます。

1点セレクトページ（4ページ～8ページ）から
お選びの場合は、商品をひとつのみお選びいただけます

◎お品物の組み合わせによって別々のお届けになる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

2点セレクトページ（10ページ～14ページ）から
お選びの場合は、商品をふたつお選びいただけます
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Child rearing　育児用品

ライム

ブラック

雪

リボン

クマ

雪
柄アップ

リボン
柄アップ

クマ
柄アップ

シンプルな柄とやさしい色合いがおしゃれな7点セットです。
ベビー服やスタイまでお揃いの柄でコーディネートできて、
おでかけでもおうちの中でも楽しく過ごせそう。

ミキハウスのロゴ刺繍が入ったかわいいお洋服セットです。
それぞれ単品でも着回しできるので
いろいろなコーディネートを楽しめます。

伸縮性のあるニットスリングなのでベビーものびのび快適。
外出時はもちろん、寝かしつけの時にも便利です。

パリパリ音のするゾウに頂上部のミラーなど、
4種のおもちゃがベビーの感覚を刺激します。
うつ伏せ遊びにぴったりなピロー付き。厚みのあるマットで快適に過ごせます。

首がすわる頃から使える
ベビーキャリーです。
ベビーが寝てしまった時や、
日よけに便利な
収納できるフード付き。

エコテックス規格100（Oeko-TexStandard100）は、
繊維製品から有害物質を排除する目的で発足した国際
安全規格です。この製品は繊維製品の国際的な安全性
規格であるエコテックス・スタンダード100「クラスⅠ」
（乳幼児対応）の認証を取得しています。

1点セレクトページ（4ページ～8ページ）から
お選びの場合は、商品をひとつのみお選びいただけます
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Child rearing  育児用品
Toys  おもちゃ

SELECT
申込番号 A-6
●商品：オーバーオール（適応身長70～80cm・
身幅約29cm・総丈約63cm・股下約22cm）・
カーディガン（適応身長70～80cm・身幅約
30cm・着丈約32.5cm）・長袖Tシャツ（適応身
長70～80cm・身幅約30cm・着丈約37cm）各
1●材質：オーバーオール/（表）綿58%・ポリエス
テル35%・ポリウレタン7%（裾裏）綿100%、
カーディガン/綿100%（リブ部分/綿73%・ポリ
エステル27%）、長袖Tシャツ/綿100%（リブ部
分/綿73%・ポリエステル27%）●ベトナム製
●W2208-01

オーバーオールセット
＜ミキハウス＞

洗濯機OK

申込番号 A-7
●商品：ジャンパースカート（適応身長70～
80cm・身幅約29cm・総丈約41cm）・カーディガ
ン（適応身長70cm～80cm・身幅約30cm・着丈
約32.5cm）・長袖Tシャツ（適応身長70～80cm・
身幅約29cm・着丈約37cm）各1●材質：ジャン
パースカート/綿58%・ポリエステル35%・ポリウ
レタン7%、カーディガン/綿100％（リブ部分/綿
73％・ポリエステル27％）、長袖Tシャツ/綿100％
（リブ部分/綿73％・ポリエステル27％）●ベトナ
ム製●W2208-02

ジャンパースカートセット
＜ミキハウス＞

洗濯機OK

ニットスリング1枚＜カドルミー＞

申込番号

A-1
A-2

／ライム M

／ライム L

●材質：綿65%・ナイロン35%●内容：適応体重13kgまで
●日本製●W2209-01・W2209-02・W2209-03・ 
W2209-04

A-3
A-4

／ブラック M

／ブラック L

※適応サイズは目安です。

身長（cm）

～158

180～
170～180
158～170

M
～83

L
M
M

82～89
M

L
M or L
M

88～
M

L
L

M or L

バスト（cm）

サイズ表

洗濯機OK0ヵ月頃～

申込番号 A-5
●商品：使用時/約径81×高さ57㎝●材質：
マット（表地）綿100％、（裏地）ポリエステル
100％、詰めもの/ポリエステル100%、アーチ/
天然木●CE適合品●インド製 ●W2014-01

アクティビティジム
＜エイデンアンドアネイ＞

組立式0ヵ月頃～

ベビーキャリー
申込番号 A-11
●商品：ベビーキャリー（ウエスト65～132ｃｍまで適応・男女兼用）
●材質：綿・合成樹脂●内容：首すわり（4ヵ月頃）～36ヵ月頃（適応体重
15kgまで）・収納バッグ付●機能：対面だっこ・おんぶ●インドネシア製
●有限会社キャピー●W2017-03

4ヵ月頃～

ベビー7点セット＜アンナ・ニコラ＞

申込番号

A-8
A-9

／雪

／リボン

●商品:短肌着（適応身長50～60cm・身幅約22.5cm・着丈約33cm）×2・コンビ肌着（適応身長50～60cm・身幅約27cm・着丈約47cm）・半袖
（適応身長60～70cm・身幅約25.5cm・着丈約41.5cm）・スタイ（約12×20cm・首回り約30cm）・ベビーハット（頭回り33～42cmまで適応）・
2WAYオール（適応身長50～60cm・身幅約25cm・着丈約52cm）各1●材質:短肌着・コンビ肌着・半袖・スタイ・ベビーハット/綿100%、2WAY
オール/綿80%・ポリエステル20%●日本製●W2008-01・W2008-02・W2008-03

A-10 ／クマ

手洗いOK

03 04※掲載商品は、商品情報が変更になる場合がございます。　　※小物等はイメージです。



Child rearing　育児用品

C-2／
プチフラワー

C-3／
マーブルブラック

C-4／ピンク C-5／ブルー

ベビーバス

バスチェア

ベビーチェア

エアー
ポンプ付き

＜腰ベルト付き＞

積み重ねて収納できます

楕円皿

仕切り皿

お皿

汁椀

お茶碗

小鉢

マグ

（シートカバー）

コロンとしたフォルムと、やさしいカラーのバンボのベビーソファです。
腰がすわらない頃からまっすぐの姿勢をやさしく支えてくれます。
ウレタン素材で、表面に小さな凹凸が加工されているので滑りにくく、安定して座れます。

おうちでもお出かけ先でも、パパとママと気軽に食卓を囲むことができるテーブルチェア。
テーブルの天板を挟んでアームを回転させるだけで簡単に固定できます。
収納袋も付いているので、お片づけも持ち運びにも便利です。

直径約1メートルのまんまるの座ぶとんはおむつ替えのときや
お昼寝のときに大活躍します。ふかふかの寝心地がうれしいポイントです。

左側にはだいすきな絵本を、右側にはおもちゃなどを収納できる便利な収納ラックです。
ボックスが斜めになっているので、どこに何を収納したかお子さまにも一目で分かります。
整理整頓上手になれそうですね。

牛のお顔がかわいい室内用木製四輪バイクです。
タイヤにゴムがまかれているので、
床が傷つきにくいのもうれしいポイントです。

絵本の読み聞かせは、親と子をつなぐ大事なコミュニケーションです。

5ヵ月頃～テーブルチェア
＜イングリッシーナ＞
申込番号 B-2
●商品：使用時/約35×42×高さ27cm、トレー
装着時/約40×52×高さ27cm、収納時/約 
35×42×高さ10cm(重量約1.9kg〈トレー込み
重量約2.2kg〉)●材質：スチール・アルミニウ 
ム・ポリエステル・ポリプロピレン●対象年齢：5
カ月頃～3才頃まで●内容：耐荷重約15kg・専
用トレー・収納袋付●中国製● W2212-01

モーモーバイク＜アイムトイ＞
申込番号 B-5
●商品：約29.5×48×高さ39cm、座面高さ約23cm●材質：ゴムの木（ラッカー塗装）・プライウッ
ド・MDF・ポリプロピレン・TPR・ポリエステル・綿・ゴム●内容：適応体重約50kgまで●CE適合品●
タイ製●W2052-01

12ヵ月頃～ベビーソファ＜バンボ＞
申込番号 B-4
●商品：バンボベビーソファ（約径37.5×高さ24cm）●材質：ポリウレタンフォーム●内容：適応体重10kg
まで、腰ベルト付●対象年齢：首がすわる頃～14ヵ月頃まで●南アフリカ共和国製●商品：プレートレイ
（約34.5×22.5×高さ19cm）●材質：ABS樹脂●色：ミモザイエロー●南アフリカ共和国製●W2211-01

積み重ねてコンパクトに収納できる食器セットです。
かわいいミッフィーの食器で
ごはんの時間が楽しくなりそう。

積み重ねてコンパクトに収納できる食器セットです。
かわいいミッフィーの食器で
ごはんの時間が楽しくなりそう。

絵本（8冊セット）
申込番号 C-6
●内容：ばななせんせい/得田之久（文）・やましたこうへい（絵）・B5変判・24頁、14ひきのぴくにっく・14ひき
のせんたく/いわむらかずお（作）・B5判・32頁、うまれてきてくれてありがとう/にしもとよう（文）・黒井健（絵）・
B5判・32頁、にんじんさんがあかいわけ/松谷みよ子（文）・ひらやまえいぞう（絵）・B5変判・21頁、おおきくな
るっていうことは/中川ひろたか（文）・村上康成（絵）・B5変判・32頁、ころちゃんはだんごむし・かぶとむしのぶ
んちゃん/高家博成・仲川道子（作）・B5変判・24頁●特製ブックマーク付●出版社:童心社●W2075-01

幼児
絵本（9冊セット）
申込番号 C-7
●内容：このいろなあに/せな けいこ（作・絵）・B5変判・25頁、かずのえほん/いもとようこ（作・絵）・約18×18cm・
24頁、あいうえおのえほん/よこたきよし（文）・いもとようこ（絵）・A4変判・96頁、とらっく・でんしゃ/バイロン バー
トン（作・絵）・こじままもる（訳）・B5変判・32頁、おひさまパン/エリサ クレヴェン（作・絵）・江國香織（訳）・約
26×26cm・32頁、おつむ てん てん/なかえよしを（作）・上野紀子（絵）・B5変判・21頁、たまご・ひよこ/中川ひろ
たか（文）・平田利之（絵）・約18×18cm・25頁●特製ブックマーク付●出版社：金の星社●W2074-01

乳幼児

36ヵ月頃～
組立式

つみつみ食器セット＜ミッフィー＞
申込番号 B-1
●商品：お茶碗（約径10.5×高さ5cm）・マグ（約口径7.5×高さ6.5cm・180ml）・お皿（約径12×高
さ3.5cm）・小鉢（約径8.5×高さ4cm）・仕切り皿（約21×13×高さ3cm）・楕円皿（約21.5×13.5×
高さ2.5cm）・汁椀（約径10.2×高さ5.5cm）・箸（全長約17cm）各1●材質：汁椀/PET樹脂・ABS
樹脂（ウレタン塗装）、箸/天然木（アクリル塗装）、他/磁器●日本製●W2222-01
※商品の性質上、色彩等が多少異なる場合がございます。

収納ラック
申込番号 C-1
●商品：本体/約87×30.5×高さ78.5cm、ボックス大
（約41×29.7×高さ13.3cm）×1・ボックス小（約20.4
×29.7×高さ13.3cm）×4●材質：MDF（ラッカー
塗装）・スチール（エポキシ樹脂焼付塗装）・ポリエス
テル・ポリプロピレン●内容：耐荷重約10kg（棚板
1枚あたり）・約15kg（ブックラック部・ボックス大）・
約8kg（ボックス小）●台湾製●(有)リトルプリンセス
●W2080-01

●商品：約径100cm●材質：側地/綿100%、詰めもの/綿70%・ポリエ
ステル30%●内容：直詰めタイプ●日本製●W2020-01・W2020-02
※商品の性質上、色彩・柄・形状等が多少異なる場合がございます。
※手づくり品の為、お届けまでにお時間がかかる場合がございます。

せんべい座ぶとん1枚＜洛中 髙岡屋＞

申込番号
C-2
C-3

／プチフラワー

／マーブルブラック

洗濯機OK

●商品：ニットケット（約70×70cm）×2●材
質：綿100%（オーガニックコットン100%使
用）●日本製●W2021-02・W2021-03

おやすみニットケット
＜コフク ベビー＞

申込番号
C-4
C-5

／ピンク

／ブルー

オーガニックコットンを使用した、
ベビーにも地球にもやさしいナチュラルカラーのニットケットです。
さらっとした肌触りとフィット感が気持ちよく、
ベビーのおくるみとしても、掛ものとしてもご使用いただけます。

楽々お風呂デビュー可能なバスセットです。
ベビーチェアはお部屋でも使えてとても便利。
バスチェアは首すわり前でも
寝かせて使用することができ、
成長段階に合わせた使い分けができます。

バスセット＜リッチェル＞
申込番号 B-3
●商品：ベビーバス（使用時/約68×47×高さ29cm）●材質：塩化ビニル樹脂●内容：適応身長60ｃｍまで
●中国製●商品：バスチェア（約幅32.5×奥56.5～41.5×高さ21～34cm）●材質：ポリプロピレン・ABS
樹脂・熱可塑性エラストマー・EVA樹脂●対象年齢：2カ月頃～24カ月頃まで●内容：3段階リクライニング
式、マット付●中国製●商品：ベビーチェア（使用時/約46×48×高さ27cm）●材質：塩化ビニル樹脂・合成ゴ
ム・ポリウレタン●対象年齢：7カ月頃～24カ月頃まで●内容：エアーポンプ内蔵●中国製●W2018-01
※ベビーバスにエアーポンプは内蔵されておりません。

7ヵ月頃～
（ベビーチェア）

2ヵ月頃～0ヵ月頃～
（ベビーバス） （バスチェア）

組立式
（バスチェア）

電子レンジ・食器洗浄機 可
（箸以外）

手洗いOK

組立式

05 06※掲載商品は、商品情報が変更になる場合がございます。　　※小物等はイメージです。 ※掲載商品は、商品情報が変更になる場合がございます。　　※小物等はイメージです。



Toys　おもちゃ

お湯をかけると
メルちゃんのかみのいろが
ピンクになります。

2通りのあそび
方が

できるよ！！

楽器
あそび

転がし
あそび

閉じると
コンパクトに！

※写真は組立イメージです。

成長に合わせて押したり乗ったり
パズルあそびやお片づけの練習も
できます。木目がみえるデザインで
あたたかみがあり、
はじめての乗用玩具にぴったりです。

木琴・太鼓・シンバル・鈴・ギロの5種類の音あそびと、
転がしあそびが楽しめます。
いろいろな音を鳴らしてあそびましょう。

パステルカラーがかわいいつみきのセット。
ころころ動かせる4匹のどうぶつで自分だけのどうぶつえんを作りましょう。
収納ボックス付きなのでお片付けもしっかりできます。

磁石でくっつく食材と調理器具のセットです。
見た目もかわいく、磁石がみえないデザインになっています。

おままごとあそびができるマイクッキングセットです。
レンジでパンを焼いたり、包丁でウインナーを切ったり、
まるで本物のキッチン。ママのお手伝いの練習ができます。

ハンドルを左右にスイングさせるだけで前進・バック・ターンがスムーズに行える乗用玩具です。
足を使わず手を動かすだけで動くので自分で運転しているような気分が味わえます。

シートの上におうちを載せるだけで簡単にかいだん付きのメルちゃんのおうちが完成。
いろいろな仕掛けがたくさんあるので、
本格的なメルちゃんのおままごとあそびが楽しめます。

おままごとセット＜ウッディプッディ＞
申込番号 D-5
●商品:18ピース●材質:合板・MDF（繊維板）・天然木・ゴム・ポリエステル・マグネット●内容:
トマト・にんじん・なす・だいこん・とうもろこし・きゅうり・ピーラー・まな板・包丁・おなべ・ふた・
フライパン・スープカップ・オリーブオイル・計量カップ・トング・おたま・木箱各1●ST合格品●
中国製●W2064-01

組立式

12ヵ月頃～

ウォーカー&ライド 消防車＜アイムトイ＞
申込番号 D-2
●商品：約35×24×高さ44cm●材質：ゴムの木(ラッカー塗装)・プライウッド・ハードボード・
ゴム●内容：適応体重50kgまで・つみき6個付●CE適合品●タイ製●W2051-01

組立式

12ヵ月頃～
スロープローラー&ミュージックステーション
＜アイムトイ＞
申込番号 D-4
●商品：約47×21×高さ34cm●材質：ゴムの木(ラッカー塗装)・プライウッド・
MDF・アルミニウム・鉄・綿・ポリプロピレン●内容：転がりパーツ×2・バチ×1付
●CE適合品●タイ製●W2050-01
※正確な音階(ドレミ)にはなっておりません。

組立式

36ヵ月頃～

プラズマカー＜ラングスジャパン＞
申込番号 D-3
●商品：約35×79×高さ42cm●材質：ABS樹脂・ステン
レススチール・ポリウレタン・ポリプロピレン・PVC●内容：
適応体重約55kgまで(耐荷重約100kg)、室内用ゴム製替
タイヤ付●CE適合品●中国製●W2067-01

36ヵ月頃～
つみき 100ピース
申込番号 E-3
●商品：100ピース(収納時/約44.4×25×高さ3.5cm)●
材質：天然木(ブナ材)●CE適合品●中国製●(株)ルルアイ
ランド・ジャパン●W2059-01

36ヵ月頃～
スペースブロック 1000ピース
申込番号 E-5
●商品：1000ピース（収納ケース/約34.5×25.5×高さ
19cm）●材質：ブロック/ポリスチレン・ABS樹脂、タイヤ/
ゴム、ケース/ポリプロピレン●CE適合品●中国製●(株)ル
ルアイランド・ジャパン●W2067-02

＜適応体重に関して＞
2人乗りでも100kgの重さまで使用可能ですが、
凹凸のない路面で、約55kgまでの体重でご使用
いただくことで、よりスムーズな操作・走行が可能
です。

マイクッキングセット＜ニチガン＞
申込番号 E-1
●商品：キッチン台(約24×18×高さ38cm)・
鍋・フライパン・おたま・フライ返し・包丁・トレー・
目玉焼き・ウインナー・トースト各1●材質：天然
木・ひも・アクリル板・磁石・面ファスナー●CE適
合品●ベトナム製●W2063-02

36ヵ月頃～

いろいろな形、色のつみきの100ピースセット。
様々な形を組み立てたり、積み上げては壊したりと
お子さまの発想力を養います。

さまざまなブロックが1000ピースつまった大容量ブロックセット。
組み合わせは自由自在です。

なかよしハウス&おせわセット＜メルちゃん＞
申込番号 E-4
●商品：なかよしハウス/（オープン時）約130×8×高さ34.5cm●材質：ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリエステル・
ナイロン・ABS樹脂●内容：ハンガー×2・かいだんパーツ・カーテン・テーブル・カギ・お手紙パーツ・シールシート・床シート
付●電池：単3乾電池2本使用（別売）●ST合格品●カンボジア製または中国製●商品：おせわセット/人形（全長
約26cm）●材質：PVC・ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリエステル・ナイロン・ABS樹脂●内容：ミニブック・スタイ・
ブラシ・ドットのワンピース・ミルクびん・ベビーフード・スプーン付●ST合格品●カンボジア製または中国製●W2069-01
※生産国をお選びいただくことはできません。

電池別売

36ヵ月頃～

山で採取した石を道路で待つトラックにのせて運べるおもちゃです。
レールを好きなように組み合わせてトラックを動かしてあそんでみましょう。

ころころどうぶつつみき＜ニチガン＞
申込番号 D-1
●商品:35ピース（木箱/約32×28.5×高さ8.4cm）●材質:天然木●内容:つみき31ピース・
ころころどうぶつ（キリン・シマウマ・ゾウ・ライオン各1）●CE適合品●ベトナム製
●W2049-01

レール&ロード採石セット＜ブリオ＞
申込番号 E-2
●商品：本体組立時/約50×69cm●材質：ブナ材・ABS樹
脂・ポリプロピレン●内容：パーツ32ピース(レール×11・
ロード・山各3・サポート・ガイドロード・石各2・岩レール・
レール&ロード踏切・クレーン車・荷車・荷台・黄色のディー
ゼル車・青いトラック・黄色いトラック・標識各1)●CE適合
品●中国製●W2065-02

36ヵ月頃～

18ヵ月頃～

07 08※掲載商品は、商品情報が変更になる場合がございます。　　※小物等はイメージです。 ※掲載商品は、商品情報が変更になる場合がございます。　　※小物等はイメージです。








