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やさしくよりそう、起毛フライス。
 肌あたりがやわらかく、
伸縮性のあるフライス生地に

ふんわり起毛をかけて、

あたたかな風合いに仕上げました。

オーガニックコットン混起毛フライスボーダーハイネック長袖Tシャツ　　　　
　　　　　　税込1,290円  キッズ  ライトピンク・他5色

らくらく動けるカットソーレギンスパンツ
　　　　　　税込1,490円  キッズ  ベージュ・他2色

サイドゴアブーツ　　　
　　　　　　税込2,990円  キッズ  オレンジ・他1色

オーガニックコットン混起毛フライス長袖Tシャツ
　　　　　　税込990円  ベビー  ミディアムグレー・他2色

らくらく動けるカットソーイージーパンツ
　　　　　　税込1,990円  ベビー  ネイビー・他3色

ボア使いハイカットシューズ　　　　
　　　　　  ベビー 　　　　　     キッズ（16cm）  税込2,990円  オレンジ

02629922

02629328

02569631

02634025

02633424

02569716

きがえる

首まわりも伸縮性があるので
肩にボタンがなくても
着替えやすくなっています。

02570101
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きがえる

毎日のこども服オーガニックコットン混しましま長袖Tシャツ
　　　　　  税込790円  70  グレー・他2色

毎日のこども服オーガニックコットン混サルエルパンツ
　　　　　  税込1,290円  70– 80  ネイビー・他2色

毎日のこども服オーガニックコットンしましま長袖Tシャツ
　　　　　  税込790円  ベビー  ブルー・他5色

毎日のこども服オーガニックコットン混パンツ
　　　　　  税込890円  ベビー  ネイビー・他2色

毎日のこども服オーガニックコットンしましま長袖Tシャツ
　　　　　  税込890円  キッズ  ピンク・他5色

毎日のこども服オーガニックコットン混パンツ
　　　　　  税込990円  キッズ  ミディアムグレー・他2色

02634711

02634810

02632076

02627324

02632199

02627522

こどもの毎日を応援します。
着心地のよさはもちろん、

動きやすさ、着替えやすさにも配慮したこども服を

ハイハイ期（1歳前後）からキッズサイズ（13－14歳）まで
色や柄も、豊富にご用意しています。

綿素材にはオーガニックコットンを使用しています。
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きがえる

オーガニックコットンフランネルチュニック           　　      税込2,490円  ベビー  ダークグリーン×チェック・他2色  

らくらく動けるカットソーレギンスパンツ            　　   税込1,290円  ベビー  ベージュ・他2色  　

オーガニックコットンフランネルシャツ            　　　 税込2,490円  キッズ  赤×柄・他5色  　

らくらく動けるカットソーデニムイージーパンツ           　　　税込2,490円  キッズ  ネイビー・他1色

02633271

02633097

02628727

02629472

親子、兄妹でフランネル。
オーガニックコットンのやわらかな生地に

起毛をかけて、あたたかみのある肌ざわりに仕上げました。

親子、兄妹で同素材の色・柄ちがいを楽しめます。
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きがえる

毎日のこども服オーガニックコットンしましま長袖Tシャツ　　　　　　  税込790円  ベビー  ネイビー・ピンク・他4色  

らくらく動けるカットソーレギンスパンツ          　　　  税込1,290円  ベビー  グレィッシュブラウン・他2色

らくらく動けるカットソーデニムイージーパンツ　　　　　　  税込1,990円  ベビー  ブルー・他1色

02632076

02633363

02633271

らくらく動けるボトムス。
こどもたちの動きやすさ、履き心地のよさを考えて

伸縮性のある、やわらかなカットソー素材を使用しています。

ウエストはゴム仕様で、着替えもらくです。
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オーガニックコットンフランネルシャツ　　　　　　 税込2,490円  キッズ  ライトシルバーグレー・ダークグリーン×チェック・他4色

コーデュロイ調裏フリースイージーパンツ　　　　　　 税込2,490円  キッズ  ネイビー・他2色

裏シャギーあたたかイージーパンツ　　　　　　 税込2,490円  キッズ  チャコールグレー・他2色

02628727

02631079

026305 22

あったかボトムス。
元気にあそぶこどもたちのために

肌寒い日もほどよいあたたかさを保つ、

軽くて肌ざわりのよい

ボトムスをご用意しています。

肌にふれる内側に、毛足のやわらか
なボアのシャギー素材やフリース
素材を使用。見えないところにも、
あたたかい工夫をしています。
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きがえる

フリースブルゾン　　　　　　 税込1,290円  ベビー  ネイビー・他4色

オーガニックコットンフランネルシャツ　　　　　　 税込1,990円  ベビー  グレー・他5色

らくらく動けるカットソーデニムイージーパンツ　　　　　　  税込1,990円  ベビー  ブルー・他1色

02632915

02632762

気軽なブルゾン。
軽くてやわらかな風合いが心地よいブルゾン。

秋冬のお出かけに、気軽に着られて

お手入れしやすいフリース素材を使用しています。

02633363
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きがえる

ふっくらあたたか、ダウンベスト。
大人用と同じフィルパワー750のダウンが
空気をたっぷり含んで心地よいあたたかさを保ちます。

真冬はアウターの下に重ねて、温度調節にも。

コンパクトにたたんで内ポケットに収納できます。

 軽量オーストラリアダウンポケッタブルベスト　　　　　　 税込2,990円  ベビー  ネイビー・他1色

 オーガニックコットンフランネルシャツ　　　　　　 税込1,990円  ベビー  ライトシルバーグレー・他5色

らくらく動けるカットソーデニムイージーパンツ　　　　　　  税込1,990円  ベビー  ネイビー・他1色

02632915

02828936

02633363
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きがえる
着る毛布。
毛布に使われるマイクロファイバー素材を使った

軽さとなめらかな肌ざわりが特長のアウターです。

あたたかファイバー着る毛布ブルゾン　　　　　　  税込2,990円  キッズ  ネイビー・他1色

オーガニックコットン混起毛フライスボーダーハイネック長袖Tシャツ　　　　　　 税込1,290円  キッズ  ネイビー・他5色

02630676

02629922
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きがえる

天然素材の

あったかインナー。

オーガニックコットンに

汗を吸って発熱する機能をもたせました。

天然素材にこだわった、あたたかな肌着です。

えりぐりや裾の縫い目、お名前・洗濯タグは、

外側に出して肌あたりをよくしています。

綿であったか肌あたりがやさしい長袖シャツ
　　　　    ベビー                      キッズ   

税込990円  黒・他2色

綿であったか肌あたりがやさしい半袖シャツ
　　　　    ベビー                      キッズ   

税込990円  グレー・他2色

02569396

02569150

02569488

02569242
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きがえる

縫い目が外側なので
肌あたりのやさしい着心地。

お腹が出にくいよう
 丈を長めにしています。

肌にあたってごろごろしないよう、
お名前・洗濯タグは外付け。

綿素材はやわらかな
オーガニックコットン100％。

通年着られるやさしいインナー。
毎日、こどもの肌にふれるものだから、

素材のやわらかさ、タグや縫い目の肌あたりなど、

細部にまで気を配っています。

肌あたりがやさしいタンクトップ
　　　　　 ベビー           　　　 キッズ  

オフ白・他2色

肌あたりがやさしい半袖シャツ
　　　　　 ベビー                     キッズ  

オフ白・他2色  

肌あたりがやさしいショーツ
　　　　　 ベビー                    キッズ  

ベビーピンク×柄・他3色 

肌あたりがやさしいブリーフ
　　　　　 ベビー                    キッズ  

グレー・他2色   

肌あたりがやさしいボクサーブリーフ
　　　　　 キッズ  ミディアムグレー・他2色   

02568306

02568030

02568537

02568856

02569006

02568429

02568153

02568658

02568917

えらべる2枚  税込990円
( 1枚  税込590円）

色・柄・サイズちがいや上下など、
自由に組み合わせをえらべます。
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きがえる サイズはくちゴムの裏側に 

  色糸で編み込みました。

傷みやすいつま先とかかと
部分を丈夫にしています。

足首と足の甲の周囲に
ずれにくくするサポート機能付き。
※スニーカーインタイプを除く
※キッズサイズは甲の周囲のみ

足なり直角のびのびくつした。
 かかとの形に合わせて直角に編んでいるため
ずれにくく、快適な履き心地です。

成長のはやいこどもが長く履けるよう

伸縮性のある素材を使っています。

裏パイル 厚手くつしたは
内側が厚手のパイル地であたたかいです。

くちゴムの裏側に、お名   

  前を書き入れられます。

ベビーサイズには足底に
すべり止め付き。
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きがえる

ウエストの内側に、後ろの印と
サイズを色糸で編み込みました。

肌にふれる部分は
綿のやさしい
履き心地です。

ベビーサイズには
足底にすべり止め付き。

1  足なり直角のびのび無地くつした　　　　　    ベビー                      キッズ  黒・他4色

2  足なり直角のびのびライン入りリブくつした　　　　　    ベビー                     キッズ  サックスブルー×柄・他3色

3  足なり直角のびのびボーダーくつした　　　　　     ベビー                     キッズ  ベビーピンク・他3色

4  足なり直角のびのびスニーカーインつまみ付くつした　　　　　    ベビー                     キッズ    ネイビー・他2色

5  足なり直角のびのび裏パイル厚手くつした　　　　　    ベビー                     キッズ  シルバーグレー・他3色

1  足なり直角のびのび無地ハイソックス
　　　　　 ベビー                      キッズ  ネイビー・他1色

2  足なり直角のびのびライン入りハイソックス
　　　　    ベビー                     キッズ  サックスブルー×柄・他1色

綿混タイツ
　　　　　 ベビー                      キッズ  

税込990円  ネイビー・他2色

02566876

02567514

02567835

02567071

02567231

02567590

02567675

02567392

02566975

02567552

02577865

02567156

02567316

02567637

02567750

02567453

えらべる2足

税込590円

1足

税込490円

1

1

4 5

2

2

3

色・柄・サイズの組み合わせは自由。
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きがえる

脇に縫い目のないフランネルお着替えパジャマ
　　　　　 ベビー  税込2,990円                      　　　　　 キッズ   税込3,990円  ブルー×チェック・他2色

脇に縫い目のないフランネルパジャマ
　　　　　 婦人  税込4,990円  ネイビー×チェック・他11色

02566395

02600440

02566487 02566548

おそろいのパジャマ。
大人と同じフランネル素材のパジャマは

親子おそろいで着られます。

こども用は、そで口と裾がゴム仕様で

冷気が入りにくく、あたたかです。

15  



きがえる

脇に縫い目のないソフトスムースお着替え半袖パジャマ
　　　　　 ベビー  税込2,990円
                                      キッズ   税込3,990円  

グレー×ボーダー・他2色

02566210

02566302 02566364

こどもの手でつかみやすく、すべりにくい、
大きめサイズ。

両脇に、おなかが出るのを防ぐボタン付き。
（ベビーのみ）※横向き寝で痛くない位置に改良しました。

ボタン

ズボン

袖

かけ違わないように、ボタンとボタンホールの
色が交互。

腕を通しやすく、動かしやすいラグラン袖。

ズボンに「前」マーク付き。

お着替えパジャマ。
子育て中のみなさまの声から生まれた

ひとりで着られる工夫がいっぱい。

綿素材はすべてオーガニックコットンを

使用しています。

この秋発売のすべてのパジャマから

 脇の縫い目をなくしました。

1

3

2

5

4
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きがえる

のびのび防寒小物
伸縮性のある糸で編み立てた

のびのびシリーズは、ふんわりやわらか。

よく伸びるので着脱しやすく、

成長とともに長くお使いいただけます。

ボンボン付きのびのび帽子　　　　　   

税込1,490円  50– 54cm  オフ白×柄・他2色

のびのび手袋　　　　　   

税込990円  キッズ  グレー×柄・他2色

02570613

02570675
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きがえる

キャスケット　　　　　   

税込1,990円  50・52・54cm  ネイビー・他1色

オーガニックコットンニットマフラー
税込1,490円  アイボリー・他 1色

首まわりがチクチクしにくい綿素材を使用。

通し口に片端をさしこんで簡単に巻けます。

綿混リブタイツ　　　　　     ベビー 　　　　　     キッズ 

税込990円  チャコールグレー・他4色

ボア使いハイカットシューズ　　　　　      

　　　　　  ベビー 　　　　　     キッズ（16cm）  

税込2,990円  オレンジ

履き口にあたたかなボアを使用。

着脱しやすい面ファスナー式です。

02570552

02570705

02567897 02577988

02569716 02570101
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入園入学

通学やお出かけに、
手提げにもなるリュック。
リュック、ショルダー、手提げ、 3通りの使い方ができます。
軽くて、丈夫で、汚れがつきにくいはっ水加工のポリエステルです。

A4サイズが入り、PCやタブレット用内ポケットや
防犯ブザーなどを取り付けられるフック付き。 

手提げとしても使えるリュックサック・A4サイズ　　　　　   

タテ 35×ヨコ26×マチ13cm  税込2,990円  ライトベージュ・他2色

持ち手は、専用ポケットにすっきり収納してお使いいただけます。

02570392
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入園入学

こどもが使いやすい
バッグと巾着。

ショルダーストラップ付き手提げバッグ　　　　　   

タテ 31×ヨコ45×マチ9cm  税込2,490円  ネイビー・他2色

お道具箱も入るよう、マチ幅を広めに作りました。

取外しできるショルダーストラップ付で持ち方が広がります。

持ち手付シューズバッグ　　　　　　   

タテ30×ヨコ 24cm  税込1,290円  ネイビー・他 1色

持ち手付巾着・大　　　　　　   

タテ45×ヨコ40cm  税込1,490円  ネイビー・他 1色

持ち手付巾着・小　　　　　　   

タテ 35×ヨコ29cm  税込1,290円  グリーン・他1色

上履きや運動着の持ち運びに便利な巾着です。

02570422

02508982

02508883

02508968

手提げバッグとして
持ち手を長くすると肩にかけられます。
持ち手を短くして、手提げとしても使えます。

前側の持ち手は、前ポケットに収納
してください。

背中側の持ち手は調節パーツで
短くし、長い紐は背中のポケットに
収納してください。

口をギュッと絞ると、

持ち手が脇から立ち上がります。

口を大きく開くと、持ち手が戻り、

出し入れの邪魔になりません。
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自由に貼れるフェルトピース　　　　　　 税込390円  全5柄

トレーナーや布バッグなどにアイロンで手軽に貼り付けられるフェルトを、

 セットで5種類ご用意しています。

02797409

「丸み」のあるモチーフで広がる楽しさ。
石の「丸み」、豆の「丸み」、肉球の「丸み」、

おしりの「丸み」、果実の「丸み」、雲の「丸み」。

「未来への願い」や「愛する気持ち」。

幸せの形はみんな違う「丸み」を持っています。
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お渡し時間・日数は、店舗により異なります。

詳しくは実施店舗にお問い合わせください。

無印良品の刺繍サービス

お求めいただいた衣料品や雑貨などの布

製品に刺繍をいたします。

マークは200種類以上、カラーは全15色、
書体は10タイプからお選びいただけます。

組み合わせて使うシールシート　
　　　　　   税込390円  A5シート× 3色

さまざまな丸みのある形のシール。自由な発想で

組み合わせてオリジナルの形をつくって楽しめます。

02603984

刺繍サービスに「丸みシリーズ」のモチーフが
加わりました。5種類からえらべます。
保育園や学校の持ち物に刺繍すると
自分のものがひと目でわかります。

収納ボックスに貼り付けると
使う人やしまう物の目印に。
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新生児

無染色オーガニックコットン接結長袖2WAYオール　　　　　　
　　　　　　税込2,900円  60・70  生成×ボーダー・他1色02572426

赤ちゃんの成長にあわせて選べる新生児ウェア。
寝ている時間の長い赤ちゃんへの肌あたりを考えて、

背中側に縫い目のない一枚仕立てです。

綿素材は、無染色のオーガニックコットンを 100％使用し、
自然のままの色味を生かしました。
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新生児

月齢をめやすにお選びいただけます。

0ヶ月 -3ヶ月 

3ヶ月  -6ヶ月 

6ヶ月- 約1歳 

02572389 02572402

0257782702572341

02634841

02634711

 無染色オーガニックコットンフライス短肌着 

                    税込1,000円   50�60  生成・他1色

内側で留めるひもと外側で留めるひもの端に、

ペアがわかりやすい目印の色を付けています。

無染色オーガニックコットンフライスコンビ肌着 

                   税込1,500円   50�60  生成・他1色

股下のスナップを留めるとはだけにくいので、

足の動きが活発になる時期にもおすすめです。

無染色オーガニックコットンフライス
長袖前開きボディスーツ肌着           

税込1,500円  60・70   生成・他1色

無染色オーガニックコットンフライス
長袖2WAYオール                        

税込2,500円  60・70   生成×ボーダー・他1色

オーガニックコットン混
起毛フライスボーダー長袖カバーオール           

                  税込1,290円  70ー80  ネイビー・他2色

毎日のこども服オーガニックコットン混
しましま長袖 Tシャツ           

税込790円  70  グレー・他2色

首がすわる前の赤ちゃんには、寝かせたまま着せ替えしやすい前開きの肌着が便利です。

初めての子育てでもわかりやすいように、結びひもやスナップの配色を工夫しています。

2WAYオールは、おむつ替えが多い時期には、すそがさっとめくれる筒状のドレスオールに。
手足を活発に動かすようになったら、スナップを留めてカバーオールにもなるので便利です。

着せ替えやすいTシャツタイプが新しく加わりました。
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ベビーベッドのレンタルサービス

　「使う期間は限られているけれど、大切な赤ちゃんのために信頼できるベッドを使い

たい」「使わなくなってから収納場所に困る」そんなお客さまの声にお応えして、2015
年からベビー用品専用レンタル会社を通じてベビーベッドのレンタルを行っています。

　現在、レンタル専用ベビーベッドは、手触りのやわらかな和歌山県産の熊野檜材を

使用しています。日本は国土の約7割を森林が占める森の国。そのうち約4割が人工の
育成林のため、定期的な間伐などの手入れが必要です。大切な資源の未来を考え、こ

どもの頃から木に親しんでほしい、そんな想いも込めています。

熊野檜の無垢材が手にやわらか。無印良品の収納と組み合わせてお使いいただけます。

素材： 和歌山県産檜、ウレタン樹脂塗装
仕様： レギュラーサイズ（幅126×奥行79.5×高さ92.5cm）
 4輪キャスター付、スライド式扉、PS・SG安全基準合格品

ご存知ですか？

レンタル専用ベビーベッドの取り扱い（敬称略）  ※会社によって対象エリアが異なります。

対応可能エリア

東京、千葉、埼玉、神奈川（対象外エリアあり）

東京、千葉、埼玉、神奈川（対象外エリアあり）

兵庫、大阪（対象外エリアあり）

大阪、奈良、兵庫（対象外エリアあり）

ブランド名・会社名

ホクソンベビー  http://www.hoxon.co.jp

株式会社 ベビーリース  https://www.nicebaby.co.jp

株式会社 ベビーツーワン https://www.baby-21.net

株式会社 オービーシー  https://www.baby-love-land.com
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熊野檜の無垢材が手にやわらか。無印良品の収納と組み合わせてお使いいただけます。

素材： 和歌山県産檜、ウレタン樹脂塗装
仕様： レギュラーサイズ（幅126×奥行79.5×高さ92.5cm）
 4輪キャスター付、スライド式扉、PS・SG安全基準合格品

お買いもの中に遊べる「木育広場」。

無印良品 渋谷西武 5F「木育ルーム」で
お子さま一時お預かりサービスを実施中。

営業日｜毎週金曜－月曜（祝日含む）

受付時間｜10:00－18:00
料金｜1時間 1,000円（税別） 最大3時間  3,000円以上お買い上げで1時間無料
※要予約  
お問い合わせ先｜無印良品 渋谷西武 03- 3770 -16 3 6
音の鳴るおもちゃや動くおもちゃなど、

成長段階に沿った心の力を育むおもちゃもご用意しています。

木のぬくもりのある遊び場で、

木の大切さや魅力を感じてほしいという思いから、

親子で遊べる「木育広場」の設置に

全国 60店舗で取り組んでいます。
※「木育広場」は東京おもちゃ美術館の監修でデザインされています。

お子さま連れでゆっくりお買いものを楽しめるように、
保育士の資格を持ち、木育の研修を受けたスタッフが

お子さまをお預かりするサービスを実施しています。

施設内には授乳室とおむつ替えシートを完備しており、

乳幼児を連れたお客さまにもご利用いただけます。
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モダールコットン天竺授乳に便利な長袖Tシャツ　
　                税込2,490円  

マタニティ M� L  黒×ボーダー・他3色 

スーパーストレッチ産後もはけるレギンスパンツ　
　　　　　  税込2,990円  

マタニティ S・M・L  黒・他3色

02571658

02770020

マタニティ

お母さんの声から改良を重ねました。
ボトムスは、お腹の成長に合わせて

サイズを調整でき、長くお使いいただけます。

伸縮性にすぐれ、しゃがむ、座るなどの

動きやすさにも配慮しながら

すっきりとしたシルエットに仕上げています。

よく伸びるカットソー素材がお腹を
すっぽり包みます。カットソー部分
を折り返すと、産後もすっきり着ら   
 れます。
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ボタンを留める位置でウエスト
ゴムのサイズ調整ができます。
お腹にあたらないよう、ボタン
は外付けにしました。

お腹まわりは、よく伸びるリブ
素材がやさしく包みます。
すっきりとしたシルエットに仕上げ
ました。

リブの背中側はデニム地で、
見えても安心です。
ずり落ちにくいフィット感や腰の
安定感を大切に考え、何度も
改良を重ねています。

ポケットは出し入れしやすいよう、
デザインだけでなく、使いやすさ
にも配慮しています。

柔らかく、伸縮性のある生地を
使用し、立ち座りなどの日常動作
がしやすいように仕上げています。

妊娠中もストレスの少ない履き
やすさを考えて、ふくらはぎ部分
のフィット感を少しゆるめにして
います。 ※スキニータイプのみ
　

マタニティ

モダールコットン天竺授乳に便利な長袖Tシャツ　
　               税込2,490円  

マタニティM�L  白・他3色 

脇の下から裾までのびた深いスリットを、さっと開いて

授乳できます。

オーガニックコットン
スーパーストレッチデニムスキニー・ボタン外付　　
　　　　     税込4,980円  

マタニティ XS・S・M・L  ネイビー・他1色

02571658

02571269
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マタニティ

授乳に便利なパジャマ。
前身頃のタックの間から、さっと授乳できます。

お腹まわりは伸縮性のあるカットソー素材で、

妊娠中から産後まで、長くお使いいただけます。

人前でも着やすい、膝まで隠れる丈長タイプです。

横向きで寝ることが多い妊婦さんのために

この秋発売のすべての「授乳に便利なパジャマ」から

脇の縫い目をなくしました。

脇に縫い目のないソフトスムース
授乳に便利な長袖パジャマ（ロング）
                  税込5,990円  

マタニティM�L　グレー×ボーダー ・他 1色

02572044
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マタニティ

こどもと暮らす毎日に
オーガニックコットン。
こどもとマタニティの衣料品の綿素材はすべて、

3年以上農薬や化学肥料を使っていない土壌で栽培された
肌ざわりのやわらかなオーガニックコットンです。

肩ひもの根もとのフックを外して授乳できます。

安定感のあるモールドカップ付きです。

胸もとのクロス部分をさっと広げて授乳できます。

安定感のあるモールドカップ付きです。

シルク入り授乳に便利なカップ付キャミソール
                  税込2,490円  

マタニティS�M・M�L　黒 ・他 1色

2  シルク入り授乳に便利なカップ付カシュクール
八分袖
                  税込2,490円  

マタニティS�M・M�L　黒・他 1色

1  シルク入り授乳に便利なカップ付タンクトップ
                  税込2,490円  

マタニティS�M・M�L　白 ・他1色

ストラップオープンタイプ

クロスオープンタイプ

お母さんの声を大切にしたインナー。
妊娠中に肌が敏感になりやすいお母さんに配慮して、

オーガニックコットン素材をベースに保温性のあるシルクを混紡し、

なめらかな肌ざわりに仕立てました。

対象商品の売上げの一部は、乳がんの早期発見、早期治療をめざす

ピンクリボン活動の推進団体に寄付しています。

1  2 
02572303

02572242

02572204
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リクエスト

こどもプロジェクト

母子手帳ケース・おむつ入れの商品開発

学習机の商品開発

アンケート結果発表アンケート

検討

                                          商品開発の流れ

サンプルアップ 仕様確定／量産

アイデア抽出 検証

モニター結果発表 商品紹介 商品発表
モニター募集

商品の改良、再販などの投稿を集めます。

プロジェクト 無印良品から提案を投げかけ、お客さまとともに考える場です。

以前から IDEA PARK に多くのリクエストが寄せられていた母子手帳ケースとおむつ入れ。

商品開発のためのアンケートには10,831名の方から回答をいただき、

さらに50名のサンプルモニターを募集した際には1万件を超える応募をいただきました。

アンケートとモニターの結果は、IDEA PARK でどなたにもご覧いただけます。

STEP

2
STEP

1
STEP

3
STEP

4
STEP

5モ
ニ
タ
リ
ン
グ

お客さまといっしょに開発した
「母子手帳ケース」と「おむつポーチ」ができるまで。

より良いものづくりをめざして。
無印良品にとって「くらし」と「生活者の視点」はものづくりの原点です。

生活者であるお客さまとともに、さまざまな視点から「くらし」を考える「くらしの良品研究所」。

その中につくられた「 IDEA PARK」は、リクエストを投稿したり、

お客さま同士で対話したり、情報の共有を通じて、よりよいものづくりをめざす場となっています。

昨年の投稿数は約6,000件。その声をもとに280点以上の商品が見直されています。

くらしの良品研究所  ht tp://www.muji.net / lab/　　　IDEA PARK  ht tp:// lab.muji.com/jp/ ideapark/

ポリエステル・おむつポーチ           　　　　　　

税込2,490円  ネイビー・23_17_10cm

ポリエステル・母子手帳ケース・大　　　　　　 

                  ネイビー                     黒

税込2,990円  24_17cm  B6・A5サイズ対応

ポリエステル・母子手帳ケース・小
                  ネイビー                     黒　　　　　　 

税込2,490円  20_15cm  A6サイズ対応

38728429

38728412

38728405

02549794

02549787
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くらしの良品研究所  ht tp://www.muji.net / lab/　　　IDEA PARK  ht tp:// lab.muji.com/jp/ ideapark/

ポリエステル・おむつポーチ           　　　　　　

税込2,490円  ネイビー・23_17_10cm

自立して中身が見渡しやすい形、手首に掛けて運べる持ち手

付きなど、使いやすさに細かく配慮しています。男女兼用できる

色・デザインです。

ポリエステル・母子手帳ケース・大　　　　　　 

                  ネイビー                     黒

税込2,990円  24_17cm  B6・A5サイズ対応

兄弟分をまとめて収納できる仕切りや、カードポケットの付いたジャバラ

タイプのケースです。最小限の持ち運びに便利な薄型ポーチ付き。

（A6サイズ対応の小　　　　　   ネイビー 　　　　　   黒　　　 

税込 2,490円もあります。）

38728429

38728405 02549787

ボディケア

ベビーから使える全身シャンプー・泡タイプ　　　
　　　        税込1,490円  350ml・泡ポンプタイプ

髪や顔、からだまで全身洗えます。こどもも使いやすい

目にしみにくく泡切れもよいタイプ。

ベビーから使えるミルクローション           　　　

　　　        税込1,490円  150ml・ポンプタイプ

岩手県釜石の天然水を使用し、うるおいを保つ成分を

配合。乳液タイプのローション。

ベビーから使える保湿クリーム             

     　　　　税込1,990円  200g

岩手県釜石の天然水を使用し、うるおいを保つ4種の

植物オイルを配合したクリーム。

38728375 38728382 38728399

妊娠中の敏感な肌にも使用感がやさしく、

顔はもちろん、お腹まわりのうるおいケアにも。

赤ちゃんから大人まで、家族みんなでお使いいただけます。

38728412 02549794
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37926295 02555320

47251791

02530143

こども食器・磁器碗・小                         約φ9.5cm  税込350円
こども食器・木製椀・小              約φ10cm  税込1,090円
こども用竹箸・15cm・食洗機対応             税込150円

成長しても、長く使える器。
小さなこどもの手に合わせて、器の大きさや

ふちの丸み、高台のくぼみの深さなどを工夫しました。

磁器碗はデザート、木製椀はスープなどにも合い

和洋を問わず、いろいろな用途にお使いいただけます。

たべる
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たべる

02530181

02530143  

02530150  

02530167 02530204

02530198 02530174

こども食器・ステンレススプーン 
こども食器・ステンレスフォーク
各 税込350円  長さ約14cm

こども食器・木製椀 
小            約φ10cm  税込1,090円 
大            約φ11.5cm  税込1,290円 
表面塗装：漆塗装　下地塗装：ウレタン塗装

こども食器・ブナ材スプーン 
こども食器・ブナ材フォーク
各 税込690円  長さ約14cm

ブナ材フィーディングスプーン 
税込690円  長さ約16cm
赤ちゃんが食べやすく、お母さんが使いやすい、
スプーンの形や大きさ、柄の長さを工夫しています。

37605954

食洗機対応・ストローマグ 目盛容量200ml 

                  税込1,190円 38728436

はっ水ポリエステル・お食事スタイ
                  税込990円  ライトブルー・他2色

食べこぼしで服が汚れるのを防ぐようはっ水加工で仕上

げました。長袖タイプの食事エプロンもあります。

おいしいものを楽しく味わえるように、スプーンやフォークは、
手になじむ丸みのある形や、持ち上げやすい軽さ、
口に入れやすい幅や厚みなどに配慮して、丁寧に仕上げました。
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たべる

 こんぺいとう  

　　　　　  税込100円  50g

 砂糖に蜜をかけて、ていねいに仕上げました。やさしい  
 色あいの昔菓子です。

02826574

小さめカレー　バターチキン
           　　税込250円  90g（1人前）  

ギー（バターオイル）をつかい、
まろやかに仕上げました。

小さめカレー　国産りんごと野菜
           　　税込190円  90g（1人前）  

りんごとかぼちゃの甘みを生かしたマイルドな野菜カ
レーです。具だくさんに仕あげました。

小さめカレー　シチリアレモンのクリーミーチキン
           　　税込190円  90g（1人前）  

シチリア産のレモンの酸味を生かし、ココナッツミル
クでまろやかな味わいに仕上げました。

卵黄ボーロ
           　　税込120円  68g

卵の黄身を生地に練りこみました。口の中でほろり
とやさしい口どけの昔菓子です。

手づくりキット　ベトナム風生春巻き
           　　税込390円  120g（4本×2回分）

もちもち食感のタピオカライスペーパーと、甘酸っぱい
ニョクチャムソースをセットにしました。

豆乳ビスケット  

           　　税込120円  70 g

国産の小麦とてんさい糖を使用。豆乳を練り込んだ生
地にカルシウムを加えてさっくりと焼きあげました。

果汁入りラムネミックス
           　　税込120円  68g

いちごやぶどうなどの5種類の果汁を使用し、やさしい
味に仕上げました。

0250482302504861 02504915

02366414315283040

02405762

02366360

てんさい糖ビスケット 

　　　　　  税込120円  80g

国産の小麦とてんさい糖を使って素朴な味わいに焼き
あげました。やさしいプレーン味とココア味です。

コアラパン  

　　　　　  税込150円  110g

酵母の力で発酵させた生地を、コアラのかたちに焼き
あげました。ふんわりとした食感です。

穀物のお茶　国産大豆の黒豆茶  

　　　　　  税込250円  18g（1.8g×10袋）

じっくり煎り上げ黒豆の香ばしい風味を引き出しまし
た。煮出さなくても楽しめる黒豆茶です。

ノンカフェイン　とうもろこし茶  

　　　　　  税込100円  500ml

とうもろこしの甘さと香ばしさを楽しめるお茶です。低温
で長時間焙煎する事で、香料を使わずに仕上げました。

02184971

15095346 15581276 15557981

こどもといっしょに手軽に食べられるように、産地や素材、

製法、食の安全に配慮した食品を豊富に取りそろえています。
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Café＆Meal MUJIでは、保存料を使わず、化学調味料も
最小限に抑え、すべてのメニューを店内で手づくりしています。

自然のめぐみの「素」のおいしさを、お子さまといっしょに

お楽しみいただけます。

季節の野菜をふんだんに使った豊富なメニューから

お好きなものを選べるデリプレートをご用意しています。

お子さまはおかずを3品、おとなは4品など、ボリュームも調節
できるので、ご家族におすすめです。テイクアウトも承ります。

こどもといっしょに「素の食」のおいしさを。
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02431853水でぬらして貼る おふろポスター・九九             B3サイズ  税込990円 
対象年齢3才～  おふろの壁に貼って、楽しみながら九九に親しめます。
じぶんで読める時計            税込5,990円  掛時計 直径約203mm
じぶんで時間を読む練習ができるよう分針の色に合わせた分の数字を文字盤に入れました。

38728078

入園入学

あたらしい発見でいっぱいの
こどもの毎日を応援します。
じぶんで時計がよめるようになる。九九がいえるようになる。

使ったものを片づけられるようになる。

一つひとつ、できることが増えていくうれしさでいっぱいの

こどもの毎日を、くらしの中でお手伝いします。　
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入園入学

水でぬらして貼る おふろポスター・かな　   
           B3サイズ  税込990円 
対象年齢3才～  
おふろの壁に貼って、楽しみながら文字に親しめます。

水でぬらして貼る おふろポスター・ちず　   
           B3サイズ  税込990円 
対象年齢3才～  
おふろの壁に貼って、楽しみながら地図に親しめます。

おふろポスター用　おえかきセット   
          ３色セット・スポンジ付  税込990円 
対象年齢3才～  
おふろ場で使える描画材です。

3874312502431846 37643932

37318939手動式鉛筆削り
税込990円  大・約W71×H129×D121mm     
シンプルな手動式の鉛筆削りです。

やわらかポリエチレンケース・ハーフ・小             

税込490円  約幅18×奥行25.5×高さ8cm 

やわらかポリエチレンケース・小             

税込590円  約幅25.5×奥行36×高さ8cm 

やわらかポリエチレンケース・中             

税込790円  約幅25.5×奥行36×高さ16cm 

やわらかポリエチレンケース・ハーフ・中             

税込690円  約幅18×奥行25.5×高さ16cm  

やわらかポリエチレンケース・大             

税込990円  約幅25.5×奥行36×高さ24cm 

やわらかポリエチレンケース用フタ             

税込290円  約幅26×奥行36.5×高さ1.5cm 

やわらかポリエチレンケース用フタ・ハーフ             

税込190円   約幅18.5×奥行26×高さ1.5cm

38749493

38749462 38749479

38749509

38749486

38749516

38749523

使用例

38728528

38728566

38728603

38728641

はっ水ポリエステル・巾着   各3色

小                  15.5×18.5cm 税込690円 ライトブルー

中                  22×30cm  税込750円 ライトピンク

大                  30×35cm  税込790円 オリーブグリーン

オーガニックコットンガーゼパイル・
ループ付きハンドタオル 

税込790円  約34×34cm  オリーブグリーン・他2色

フックに掛けられるループとお名前欄がついています。
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入園入学

長く使える学習机。
ベーシックな4本脚のブナ材の机は、こどもの成長にあわせて、
リビングやダイニングでもお使いいただけます。

こどもがじぶんで整理整頓しやすい工夫がいっぱいの

キャビネットも豊富にご用意しています。

ブナ材デスク・幅120cm             
           税込34,900円  
約幅120×奥行60×高さ70cm 
ブナ材デスク用上置き棚             
           税込4,990円  
約幅47.5×奥行24×高さ12.5cm
ブナ材デスク用パーテーション                     

           税込9,990円 

（取付時）幅114.5×奥行30×高さ32cm 

ブナ材サイドキャビネット             
           税込24,900円  
約幅41.5×奥行 52×高さ58.5cm

ワーキングチェア・ガススプリング昇降式・赤                                           

           税込9,790円
幅52.5×奥行50×高さ69.5�79.5cm  

座面高：39�49cm

ブナ材コートスタンド             
           税込6,290円  
幅48×奥行42×高さ173.5cm

02502980

61013107

02503000

02503017

02503024

02502966
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ワーキングチェア
　　　　　グレー　        　     黒 税込12,900円
幅55.5×奥行53×高さ74�84cm  

座面高：39�49cm

ワーキングチェア用アームセット  左右2個

　　　　　グレー　        　     黒　税込2,990円
ワーキングチェア・グレー／黒 専用パーツです。

18121298 18121304 18121861 18121878

ワーキングチェア・ガススプリング昇降式         　

1                      赤

2                      グレー

3                      青

各税込9,790円
幅52.5×奥行50×高さ69.5�79.5cm  

座面高：39�49cm

じぶんでつくる紙管こどもイス
大               　 税込1,790円 完成時：287×290×375mm

小               　 税込1,690円 完成時：242×243×300mm

再生紙からできた角紙管を使った幼児用のイスです。

コンパクトスチールキャビネット                  

　　　　　  税込17,900円
幅33×奥行33×高さ51cm  

ブナ材サイドキャビネット             
           税込24,900円  
約幅41.5×奥行 52×高さ58.5cm

じぶんでつくる紙管こどもデスク
                  税込4,890円  適応身長目安：90－ 110cm

大人と協力して作るデスクです。色を塗ったり絵を描い
たり、自分だけのオリジナルに仕上げられます。

02502966

02399962

02502973

18596904

18596911

37792098

02503017

37121768

きがえる

1 32
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入園入学

2

1

3 4

1

2

オーク材2段ベッド             税込74,900円
幅87.5×奥行204×高さ157.5cm
※ マットレスは別売りです。
（ウレタンマットレス・薄型・スモールをご使用ください。）
※ 4歳未満のお子様にはご使用いただけません。
※8歳未満のお子様は下段に寝かせてください。
※下段ベッド下には、別売りのポリプロピレン衣装ケース・
引出式・大が最大4個おさまります。

1 オーク材ハイベッド             
税込71,900円
幅87.5×奥行204×高さ187cm  
※ マットレスは別売りです。
（ウレタンマットレス・薄型・スモールをご使用ください。）
※10歳未満のお子様にはご使用いただけません。

2 オーク材デスク・オープン棚付        
税込18,900円  幅87×奥行50×高さ70cm 
3 オーク材吊りボックス（ハイベッド・2段ベッド専用）
            税込4,990円
幅37×奥行16×高さ20cm           
4 オーク材本棚（ハイベッド・2段ベッド専用）     
            税込18,900円
幅75×奥行15（上段）／24（下段）×高さ128cm            

37461413

37461420

15914609

 15914616

 15914593

38399292ウレタンマットレス・薄型・スモール
税込7,990円  幅80×奥行195×高さ7cm  
ウレタンフォーム一層式のマットレスです。        
オーク材2段ベッド、ハイベッドのサイズに合わせました。

ポリプロピレン衣装ケース・引出式・大
            税込1,490円
約幅40×奥行65×高さ24cm用

1台ずつに分けて2台の
ベッドとしても、ご使用
いただけます。
※組み替えが必要です。

１ 無垢材デスク（引出付）・オーク材
税込24,900円   幅110×奥行55×高さ70cm  
2  無垢材デスクキャビネット（引出2段）・オーク材
　　　　　 税込14,900円  
幅35×奥行48×高さ56cm  

15874781

15874804

15112098
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入園入学

1

2

パイン材デスク・幅86cm             
税込15,900円  幅86×奥行58×高さ70cm 
デスクの両サイドにはカバンなどを掛けられるフック
付き。パイン材デスクワゴンと組み合わせられます。

パイン材デスクワゴン             
税込8,990円  幅24×奥行55×高さ58cm
パイン材デスク・幅86cm用のコンパクトなサイズの
デスクワゴンです。天板はトレーとして使えます。

1 パイン材収納BOX             
税込3,490円  幅35×奥行35×高さ25.5cm
2 パイン材収納BOX・キャスター付き             
税込3,990円 幅35×奥行35×高さ31cm（キャスター含む）

37413856 37413863 47389692

47389678

パイン材ミドルベッド
税込44,900円  幅86×奥行202.5×高さ138.5cm  
※ マットレスは別売りです。（ウレタンマットレス・薄型・スモールをご使用ください。）
※8歳未満のお子様にはご使用いただけません。

37413849 パイン材ユニットシェルフ奥行25cmタイプ・大・86cm幅
税込9,990円  幅86×奥行26×高さ175.5cm  
パイン材を生かしたナチュラルなユニットシェルフです。
パイン材ミドルベッドと組み合わせられます。

02460723
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食器を準備します。1 できあがり！4食器に絵を描きます。2 オーブンに入れて焼き付けます。3

おえかきペン・陶磁器用の使い方

おえかきペン・陶磁器用 6本セット            

税込990円  2色ペン×5本・黒ツインペン×1本  

オーブンレンジで焼きつける（230度で約20分）だけで、

ご家庭で手軽にオリジナル食器がつくれます。

38160120

作品例

じぶんでつくる木の乗りもの
税込990円  対象年齢6才～ 

丸や角など様 な々形のパーツと軸棒も入れたセットです。

無塗装なので自由に色を付けたり描いたりできます。

じぶんでつくる張子
税込690円  対象年齢6才～ 

じぶんで張子をつくるキットです。パーツを貼りあわせ、

最後は色をつけて仕上げます。

じぶんでつくるオーナメント
税込690円  対象年齢3才～ 

小さなお子さまでも手作りを楽しめるキットです。

パーツを組み合わせて毛糸を巻いて仕上げます。

0253025902530228 02530211

じぶんでつくるおもちゃ。
大人といっしょにつくって遊べるシリーズ。

和紙を貼りあわせて、自由に色づけして

世界でひとつだけのオリジナルがつくれます。

あそぶ
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あそぶ

日本の木のおもちゃ 木のブロック・もくロック             

大　　　　　 　税込3,900円 12ピース

小　　　　　 　税込3,900円 24ピース 

対象年齢3才～ 

山形県の木材と精密機器工場の技術でつくりました。

38131731

38131724

手になじむ自然のぬくもりを大切にした木のおもちゃ。

環境への想いから、国内の間伐材や端材を活用した

ブロックやつみきもご用意しています。

日本の木のおもちゃ 音くるま
税込5,900円  対象年齢1.5才～ 

くるまを動かすとオルゴールのように音が鳴る

おもちゃ。押しても引いても音を奏でます。

ミニループコースター                      

 税込1,490円  対象年齢1.5才～

色や形の違うビーズを、滑らせたりつまんで動かすなどして      

 楽しめます。持ち歩きもできるコンパクトサイズです。

あそんでしまえるボックス・ガスレンジ型
税込5,990円  対象年齢3才～ 

ボックスサイズ約縦22×横32×高さ14cm  

あそんだあとのお片付けを考えて、ボックス型にしました。

木のおままごと・レジあそび
税込5,990円  対象年齢3才～ 

レジボタンを押したり、お金を数えたりごっこあそびが

楽しめるセットです。

木のおままごと フライパン・おなべセット
                  税込2,990円  対象年齢3才～ 

木のおままごと 食材・まな板セット  

                  税込2,990円  対象年齢3才～ 

木のおままごと　食器セット  

                  税込2,990円  対象年齢3才～ 

日本の木のおもちゃ なら材のつみき
税込3,900円  対象年齢1.5才～  24ピース

家具材としても人気の高いなら材を無塗装のまま使い

ました。

あそんでしまえるボックス・シンク型
税込6,990円  対象年齢3才～ 

ボックスサイズ約縦22×横32×高さ14cm  

あそんだあとのお片付けを考えて、ボックス型にしました。

37277106 38728054

3897316402564421

3897317138973188 38973195

38702948

38973157

日本の木のおもちゃ くるりんカー
         税込3,900円 対象年齢1才～  
段差をおりる時、一回転します。
国産のヒノキを使用しています。　

37028319

37644052引いて楽しむおもちゃ あるくシロクマ
税込1,890円  対象年齢3才～
シロクマらしい動きを出すために軸足をずらして作りま
した。魚を追いかけるような動きが楽しめます。

   44



三輪車・舵取り棒付き  

税込10,900円  適応身長目安：83�105cm  イエロー・他3色  

お客さまの声から、タイヤを太くして安定感を高め、

ペダルにロック機能を付けました。舵取り機能を加えた手押し棒は、

押す人の身長に合わせて伸縮できます。

三輪車用バスケット・舵取り棒付き専用   

税込1,190円  ブルー・他3色  専用取付金具セット付属

 お子様が使用する玩具等が落ちないように網目を工夫しました。

16型幼児用自転車・押し棒付き 

税込18,900円  適応身長目安：95�125cm  レッド・他2色  

お客さまの声から、前輪を小さくして適応身長の幅を広げ、

押し棒や補助輪は取り外し可能です。

サドルの位置を調節することで長くお使いいただけます。

61364025

15199433

61364117

無印良品の三輪車やこども用自転車は、

お客さまの声を取り入れて生まれました。

こどもの安全性はもちろん、

よりそう大人の使い勝手にも配慮しています。

あそぶ
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カンパーニャ嬬恋キャンプ場

冬の間、25cmを超える厚さの氷に覆われる
バラギ湖では、1月下旬から3月上旬の約1カ月
限定で、わかさぎ釣りを楽しめるフィッシング

エリアがオープンします。

初めての方には、道具の使い方や釣り方のコ

ツをお教えする教室や釣り道具のレンタルも

ご用意しています。

バラギ湖を周回する湖畔エリアと林間エリア

に、2つのスノーハイキングコースをご用意して
います。スノーシューを履いて雪の上を自由に

歩いてみませんか。野生動物の足跡や生活

の跡など、新しい発見があふれています。

パウダースノーで山をつくり、ソリ遊びエリア

としてオープンします。ソリのレンタルもご用意

しています。

冬の外あそび

日本百名山の浅間山、四阿山、草津白根山に囲まれた

群馬県 カンパーニャ嬬恋キャンプ場は、
冬になると北海道や蔵王に匹敵するほどの

良質なパウダースノーに覆われた白銀の世界に様変わりします。

道具のレンタルもご用意しておりますので、

ご家族やグループで、さまざまな雪遊びをお楽しみください。 

※雪の状況により営業期間が変更になる場合があります。詳しくは無印良品キャンプ場ホームページをご覧ください。  www.muji.net/camp/

わかさぎ釣り

スノーハイキングコース
（湖畔エリア）

ソリ遊びエリア

スノーハイキングコース
（林間エリア）

バラギ湖

キャンプ場エリア
– CLOSED –

立入禁止

わかさぎ釣り スノーハイキング そり遊び
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ベビー 新生児

キッズ

サイズ

110

120

130

140

150

年齢の目安

5ー6才

7ー8才

 9ー10才

1 1ー12才

13ー14才

身長
(cm)

105ー115

115ー125

125ー135

135ー145

145ー155

くつ下
(cm)

15ー18

19ー22

帽子
(cm)

52ー54

靴
(cm)

16／17

18／19

20／21

胸囲
(cm)

53ー59

57ー63

61ー67

65ー72

70ー78

胴囲［女児］
(cm)

47ー53

49ー55

51ー57

53ー59

56ー63

胴囲［男児］
(cm)

49ー55

51ー57

53ー59

54ー62

58ー66

サイズ

80

90

100

年齢の目安

1ー1才半

1才半ー2才半

3ー4才

身長
(cm)

75ー85

85ー95

95ー105

帽子
(cm)

50

くつ下
(cm)

1 1ー13

13ー15

15ー18

靴
(cm)

13

14／15

15／16

体重
(kg)

1 1

13

16

株式会社良品計画〒170-8424東京都豊島区東池袋4丁目26番3号

○掲載商品の仕様・価格・発売時期・デザイン等は予告無く変更

する場合がございます。あらかじめご了承ください。○印刷の都合上、

実物と多少色・仕様が異なる場合がございます。○店舗によって品

揃えが異なることがあります。また、数量に限りのある商品もござい

ますので、品切れの場合はご容赦ください。○サイズなどは多少の

個体差がございます。ご了承ください。○掲載商品の表示価格

には消費税が含まれております。   カタログ発行：2018年10月

サイズ

50

60

70

年齢の目安

ー3ケ月頃

3ケ月ー6ケ月

6ケ月ー 1才

身長
(cm)

44ー55

55ー65

65ー75

体重
(kg)

3

6

9

表紙  

オーガニックコットンニット帽子　　　  　

                    税込1,490円  50�52cm・52�54cm  アイボリー・他1色

オーガニックコットンフランネルチュニック
                    税込2,490円  ベビー  ダークレッド×チェック・他2色

02578268

02633097 




