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安心感のあるしっかりとしたシャンブ
レー生地を使用。シンプルであきのこ
ないオーソドックスなデザイン。着用
し、洗濯するごとに体になじんできて、
「わたしだけの服」になってゆきます。

G-5203  
ボタンダウンシャツ
価格 10,800円（税込）
サイズ : S・M・L　色：オフ白

しっかりした伸縮性のある生地で、一枚
でも安心の着心地と重ね着もできる
カッティングで、シンプルでありなが
らこだわりの詰まったデザインに仕上
げました。
CV-8134  メンズクルーネック
ロングスリーブ T シャツ　
価格 7,020円（税込）
サイズ : S・M・L・XL　色：オフ白
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薄地で伸びの良い生地で作ったしめつけ
感ゼロのメンズトランクス。ウエストの
ゴム取り替え口有り。

I-8117  
トランクス
価格 3,672円（税込）
サイズ : M・L　色：茶

薄地で伸びの良い生地で作ったしめつけ
感ゼロのメンズタンクトップ。

I-8118  
タンクトップ
価格 4,644円（税込）
サイズ : M・L　色：茶

薄地で伸びの良い生地で作ったしめつけ
感ゼロのメンズ長丈パンツ。ウエストの
ゴム取り替え口有り。

I-8115  
ホームパンツ
価格 5,940円（税込）
サイズ : M・L　色：茶

ギンガムチェック柄の布帛素材です。定
番トランクスタイプなので、ゆったりサ
ラッとご使用いただけます。

M-8110  
メンズトランクス
価格 1,728円（税込）
サイズ : M・L　色：ピンク・茶

バスローブは前にスナップがあ
り、お腹もはだけずお風呂上が
りの湯冷めも防げ、ママも安心
の便利アイテムです。ベビー用
の靴がわりに使える、しっかり
したパイル靴下とセットでどう
ぞ。

CV-8135  
ドルマンバスローブと
靴下のセット　
価格 9,322円（税込）
サイズ : 生後 1ヶ月～2才
靴下は 7～8cm/
新生児～6ヶ月頃　
色：オフ白

ふんわりしたガーゼ素材のプチ
ケット、ミトン、ブーティのセット
です。ガーゼは乾きも早くお洗
濯が楽ちんです。
プチケットは柄をお選びいただ
けます。

A-8131  
ふんわりガーゼ
プチケット
（プチケットは柄を
お選びいただけます。
ネーネorくじら）＋
ブーティ＆ミトン
価格 8,860円（税込）
サイズ : 70×100　色：茶

足をバタつかせてお布団がは
だけるようになると活躍する
スリーパー。3 歳までと長く
て使えるのも人気です。

CV-8138  
パイルスリーパーと
ハンドタオルのセット
価格 10,240円（税込）
サイズ: 生後1ヶ月～3才　
色：赤/青/緑｠

手軽にさっと羽織らせられ、
レジャーでも大活躍のポン
チョバスローブとお出かけの
必需品であるハンドタオルと
のセットです。

大切な赤ちゃんだからこそ、本物のオーガニックコットンで
優しく包んであげてください。

CV-8137  
ポンチョバスローブと
ハンドタオルのセット
価格 7,421円（税込）
サイズ : 生後 1ヶ月～2 才　
色：オフ白

スタイ2枚、
にぎにぎぬいぐるみ
（色柄は選べません）1個、
4重ガーゼアフガン1枚、
ベビーレッグウォーマー1組、
バスガーゼ1枚、
ガーゼハンカチ2枚のセット

G-8123  
やさしいベビーセット
価格 16,632円（税込）
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軽くて肌触りのやさしいスーピマオーガ
ニックコットンの鹿の子編み。オンタイ
ムにも着用可能な、衿は「レギュラーカ
ラー」と袖口はリブ無しのストレート仕
上げ。
G-5102  ポロシャツ スーピマ鹿の子 
価格 8,424円（税込）
サイズ: SS・S・M・L・LL　色：オフ白

シンプルな定番タイプの T シャツです。
細いボーダーなので、これ一枚でもシャ
ツなどの下としてもご使用いただけます。

M-8109  
メンズ天竺
ピンボーダー T シャツ
価格 4,104円（税込）
サイズ : M・L　色：オフ白×茶

薄地で伸びの良い生地で作ったしめつ
け感ゼロのメンズ半袖シャツ。

I-8119  
半袖 T シャツ
価格 5,616円（税込）
サイズ : M・L　色：茶

薄地で伸びの良い生地で作ったしめつけ
感ゼロのメンズハーフパンツ。ウエスト
のゴム取り替え口有り。

I-8116  
ハーフパンツ
価格 5,400円（税込）
サイズ : M・L　色：茶
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おくるみは、オムツを変える時
やお昼寝の時など色々重宝する
ので、頂いた方も喜ぶセットだ
と思います。

I-8120  
オーガニックコットン
お祝いセット
価格 15,800円（税込）
おくるみ・ロンパース・
スタイのセット

ナユタアゲイン

マザーズ

マザーズ

オーガニカリーおくるみとしてはもちろん、
バスタオルやブランケットと
してマルチに使えるパイルお
くるみと可愛いパイル靴下の
セットです。

CV-8136  
ボーダーおくるみと
靴下のセット　
価格 9,322円（税込）
サイズ : フリー
靴下は 7～8cm/
新生児～6ヶ月頃　
色：｠生成り×茶
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※カラー表記について：オフ白は生成りの白です

ベビーギフトコーナー

メンズ特集
毎日の暮らしにはもちろん、
特別な日のギフトにもおすすめ。

安心して選べる出産祝いの贈り物を

ご用意しました。
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このページの商品は、専用のギフトBOXに入れてお届けいたします。


