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無断転載を禁止します。
製品および部品などのデザイン・仕様・価格は、改善のため予告なく変更となる可能性があります。
カタログ写真とは一部、仕上げ、色、風合い等、実際の製品と異なる場合があります。
このカタログに記載している価格は、税抜価格表示となっております。

material 表記 ...ABS : ABS 樹脂 AS :AS 樹脂 PS : ポリスチレン
PE : ポリエチレン EVA :EVA 樹脂

PP : ポリプロピレン

子どもたちに健やかな未来を贈る。
「 ねんね 」は赤ちゃん用語で寝るという意味です。
子守唄でもよく耳にしますね。どこか懐かしく、優しい意味合いを持った言葉です。
「赤ちゃんが安心してねんね (nenne) ができ、未来 (futurum) に向かって健やかに成長して欲しい」
そんな意味合いを込めたブランドです。

SPACE Series

YUG-3200
おくるみ SPACE (93656-1) ¥3,200

YUG-3500
スリーパー SPACE (93657-8) ¥3,500

BACK

YUG-1200
スタイ SPACE (93659-2) ¥1,200

YUG-1100
汗取りパッド SPACE (93658-5) ¥1,100

YUG-1500
ベルトカバー SPACE (93660-8) ¥1,500

パッケージ M
ブランドロゴ
箔押し

無限の可能性を秘めた宇宙の様に
子どもの可能性を広げるデザイン。
見ているとワクワクするロケットや星がデザインされた宇宙柄。
表面はしっとりとした手ざわり、裏面は細かなパイルになっている吸水しやすいタオル生地を使用。
出産準備に一式で必要な商品となっております。

YUG-550
ハンドタオル SPACE (93661-5) ¥550

セット① スリーパー・スタイ・ハンドタオル
セット② おくるみ・スタイ・ハンドタオル
セット③ ベルトカバー・スタイ・ハンドタオル
セット④ 汗取りパッド・スタイ・ハンドタオル
セット⑤ スタイ・ハンドタオル

パッケージ S

YUG-5300
YUG-5000
YUG-3300
YUG-2900
YUG-1800

(93668-4)
(93669-1)
(93670-7)
(93671-4)
(93672-1)

※①・②のセットはパッケージM / ③・④・⑤のセットはパッケージSとなります。
material...綿
size...おくるみ:約760×760mm / スリーパー:身幅約400mm・着丈約600mm / スタイ:約210×300mm / 汗取りパッド:約220×360mm
ベルトカバー:約100×170mm / ハンドタオル:約250×250mm
パッケージS:190×285×30mm / パッケージM:310×300×42mm

¥5,300
¥5,000
¥3,300
¥2,900
¥1,800
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FLOWER Series

YUG-3201
おくるみ FLOWER (93662-2) ¥3,200

YUG-3501
スリーパー FLOWER (93663-9) ¥3,500

BACK

YUG-1201
スタイ FLOWER (93665-3) ¥1,200

YUG-1101
汗取りパッド FLOWER (93664-6) ¥1,100

YUG-1501
ベルトカバー FLOWER (93666-0) ¥1,500

パッケージ M
ブランドロゴ
箔押し

YUG-551
ハンドタオル FLOWER (93667-7) ¥550

セット① スリーパー・スタイ・ハンドタオル
セット② おくるみ・スタイ・ハンドタオル
セット③ ベルトカバー・スタイ・ハンドタオル
セット④ 汗取りパッド・スタイ・ハンドタオル
セット⑤ スタイ・ハンドタオル

パッケージ S

YUG-5301
YUG-5001
YUG-3301
YUG-2901
YUG-1801

(93673-8)
(93674-5)
(93675-2)
(93676-9)
(93677-6)

※①・②のセットはパッケージM / ③・④・⑤のセットはパッケージSとなります。
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material...綿
size...おくるみ:約760×760mm / スリーパー:身幅約400mm・着丈約600mm / スタイ:約210×300mm / 汗取りパッド:約220×360mm
ベルトカバー:約100×170mm / ハンドタオル:約250×250mm
パッケージS:190×285×30mm / パッケージM:310×300×42mm

¥5,300
¥5,000
¥3,300
¥2,900
¥1,800

落ち着いた色合い・可愛い花柄・心地いい肌ざわり。
「安心・安全」のメイドインジャパン。
オリジナルの花柄にもこだわったデザインとなっております。

Multi Case / Country

NEA-2300
Multi Case NAVY (93652-3) ¥2,300

NEA-2301
Multi Case OFF WHITE (93653-0) ¥2,300

NEA-2302
Multi Case LIGHT BLUE (93654-7) ¥2,300

NEA-2303
Multi Case SILVER (93655-4) ¥2,300

子どもの成長を見守る必需品。
妊娠してから、お子様が大きくなるまでずっと大切に使う母子手帳ケース。
デザインと使い勝手にこだわりました。
自分使いはもちろん、プレゼントにもぴったりです。
material...本体(表地)・ストラップ合成皮革 / 本体(中面)ポリエステル
size...240×170(h)mm
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Silicone Baby Bib / Sea・Flower

PACKAGE

YUE-1600
Silicone Baby Bib Flower IV (93650-9) ¥1,600

PACKAGE

YUE-1601
Silicone Baby Bib Sea BL (93651-6) ¥1,600

子どもも大人も
ながく楽しめるデザイン。
海・お花をモチーフとしたデザインで、お子様が成長しても使いやすいデザインとなっております。
ご出産祝いやお食い初め用にプレゼントをしても喜ばれること間違いなし。
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material...シリコーンゴム
size...Silicone Baby Bib:240×50×320(h)mm
Package:255×32×190(h)mm

