
無印良品の商品は  消費税込み価格です。

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)

52／54

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。カタログ発行：2019年3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  

フレンチリネンチェック半袖ブラウス　　　  　

                    消費税込2,490円  ベビー  スモーキーブルー・他1色（4月上旬発売予定）02947958

こども・マタニティ
2019 春夏



こどもといっしょの

くらしによりそう

無印良品のこども用品

無印良品は、子育てにたずさわる

みなさまの声に耳を傾けたものづくりと、

成長にあわせてえらべる豊富な

品ぞろえで、元気なこどもたちの、

たべて、あそび、ねむる毎日を応援しています。

出産の準備から

赤ちゃんのために
妊娠中のお母さんや赤ちゃんの衣料品には、

細部にまで肌あたりのやさしさに気を配った

ものづくりをしています。

また、出産準備に必要な衣類、雑貨から、

お祝いによろこばれるおもちゃまで、豊富な

品ぞろえをご用意しています。

成長とともに

長く使えるものを
成長のはやいこどもとくらす毎日のために、

食器や家具、衣料品には長く使える

素材を選び、細部の形状に工夫をしています。

例えば木製椀は、こどもの手で持ちやすい

丸みやくぼみをもちながら、大人になっても

使えるデザインです。

じぶんで着替えて

きもちよくねむる
大人をまねて、何でもじぶんでできるように

なりたいこどものために、自立をお手伝い

するものづくりを心がけています。

こどもがひとりで着られる工夫がいっぱいの

お着替えパジャマや、じぶんで読める時計が

そのひとつです。　

1  

通園・通学

持ちものの用意も
保育園や学校に通い始めるこどもたちの

ために、学習机やベッドなどの大きなものから、

こまごまとした文具、おべんとう・給食用品

まで、無印良品では必要なものが

一度にそろいます。

毎日の外あそびや

行楽のおでかけに
外あそびが大好きなこどもたちとお父さんや

お母さんが、いっしょに楽しい時間を過ごせる

ように、おでかけに便利な衣料品や雑貨の

開発に取り組んでいます。

安全性を考えて細部に工夫をこらした

自転車も、各種ご用意しています。

 世界にひとつだけの
オリジナルを楽しむ
こどもの持ちものや収納用品に、

じぶんだけの目印をつけて楽しめる

刺繍サービスを行っています。

文具やおもちゃ、雑貨にも、ひと手間加える

ことで、じぶんだけのオリジナルを楽しめる

ものづくりを心がけています。
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こどもとくらす毎日に
オーガニックコットン

綿の栽培には大変な手間と時間がかかるため、これまで多くの農薬や化学肥料

が使われてきました。綿を育てている人々のくらしや環境への負荷にも配慮して、

ものづくりをしていきたい。そんな思いから、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オーガニックコットンを使用しています。

よだれかけやタオル地のおもちゃ、肌着などからはじまり、現在ではこどもと

マタニティの衣料品の綿素材はすべて、オーガニックコットンです。中でも新生児

ウェアは、自然のままの色味を生かした無染色のオーガニックコットンを使用して

います。天候や生産時期によって色づきに多少の違いがありますが、どれも自然の

ままのやさしい色味です。

3  

こどもの頃から
 木のぬくもりを

日本は国土の約 2/3を森林が占める森の国。こどもの頃から木に親しみながら
自然の大切さを感じてほしいという思いから、こども用品や店舗の什器に木材を

取り入れています。

国内の間伐材や端材を活用した木のおもちゃや自然のぬくもりを大切にした木製

家具、お買いものをしながら親子であそべる「木育広場」の設置などにも積極

的に取り組んでいます。 ※「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。
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きがえる

気軽に着られる
ふだんのTシャツ
やわらかな肌ざわりの

オーガニックコットンを使用。

ゆったり軽やかな着心地で

豊富な色ぞろえをご用意しています。

インド綿天竺編みボーダー半袖Tシャツ　　　  　       消費税込690円  ベビー  ライトシルバーグレー・他8色 

乾きやすいひざ上ハーフパンツ　　　  　       消費税込1,290円  ベビー  スモーキーブルー・他5色 （4月上旬発売予定）

02947323

02948610

5  

きがえる

さらっとゆったり
気持ちいいTシャツ
太さにムラのある糸を使って

さらっとした肌ざわりに仕上げました。

シルエットにゆとりがあり、

暑い季節もゆったり着られます。

ムラ糸天竺編みドロップショルダー半袖Tシャツ　　　  　       消費税込890円  ベビー  オフ白×柄・他5色 （3月下旬発売予定）

ムラ糸天竺編み半袖ワイドTシャツ　　　  　       消費税込890円  ベビー  スモーキーブルー・他3色 （3月下旬発売予定）

02949396

02948979
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さらりとやさしい
フレンチリネン
麻のさらりとした風合いを生かしながら、

洗いをかけてソフトに仕上げました。

肌になじむ、やさしい着心地で、

兄弟、姉妹でおそろいも楽しめます。

フレンチリネン半袖ワンピース　　　  　       消費税込2,990円  ベビー  ダークネイビー・他1色 （4月上旬発売予定）

フレンチリネン半袖ワンピース　　　  　       消費税込3,990円  キッズ   ダークネイビー・他1色 （4月上旬発売予定）

82003123

82003024

7  

きがえる

らくらく動ける切り替えノースリーブチュニック　　　  　       消費税込2,490円  キッズ   ネイビー・他1色 （6月上旬発売予定）

らくらく動ける切り替え半袖チュニック　　　  　       消費税込1,990円  ベビー  オフ白・他1色 （4月上旬発売予定）

02943622

02947897

着心地も、着替えも
らくらくチュニック
切り替え仕様のチュニックは、

動きやすさと着替えやすさを考えて、

上半身には伸縮性のある

カットソー素材を使用しています。　
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きがえる

元気にあそべる
らくらくボトムス
伸縮性があって動きやすく、

はき心地もやわらかな

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。

インド綿天竺編みボーダー半袖Tシャツ　　　  　       消費税込690円  ベビー  ライトイエロー・他8色 

らくらく動けるデニムイージーハーフパンツ　　　  　      消費税込1,490円  ベビー  ブルー・他2色 （4月上旬発売予定）

インド綿天竺編み半袖Tシャツ　　　  　       消費税込790円  キッズ  オフ白・他2色 （4月上旬発売予定）

らくらく動けるデニムイージーショートパンツ　　　  　       消費税込1,990円  キッズ  ブルー×ストライプ・他2色 （4月上旬発売予定）

02947323

02940126

02942274

02948436

9  

きがえる

汗をかいても
乾きやすいボトムス
汗を吸って乾きやすい生地で

さらりとした肌ざわりに仕上げました。

毎日の洗い替えに

洗濯後も乾きやすく便利です。

インド綿天竺編みボーダー半袖Tシャツ　　　  　       消費税込690円  ベビー  ピンク・他8色 

乾きやすいショートパンツ　　　  　       消費税込1,290円  ベビー  ベージュ・他2色 （4月上旬発売予定）

インド綿天竺編みタンクトップ　　　  　       消費税込690円  ベビー  ライトグレー・他2色 （5月下旬発売予定）

乾きやすいひざ上ハーフパンツ　　　  　       消費税込1,290円  ベビー  カーキ・他5色 （4月上旬発売予定）

02947323

82118926

02948610

02948795
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人と動物が
ともに暮らす世界
描かれているのは、

いま絶滅のおそれがある動物たちです。

売り上げの一部は「IUCN-J※」を通じて、
保護活動に役立てられます。
※国際自然保護連合日本委員会

11  

きがえる

インド綿天竺編みプリントTシャツ　　　  　      キッズ   消費税込1,490円　　　  　      ベビー  消費税込990円 02939373 02946784

レッサーパンダ レッサーパンダ科

生息域 ヒマラヤ山脈からミャンマー北部、中国南部など。

ホッキョクグマ クマ科

生息域 北極の氷に覆われた水域。

ジャイアントパンダ クマ科

生息域 中国。竹が育つ標高の高い山林。

ラッコ イタチ科

生息域 北大西洋の海岸付近。

アオウミガメ ウミガメ科

生息域 太平洋、大西洋、インド洋など。

フラミンゴ フラミンゴ科

生息域 南アメリカ、ガラパゴス諸島、西インド諸島など。
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きがえる

ぬい目が外側なので
肌あたりのやさしい着心地。

綿素材はやわらかな
オーガニックコットン100％。

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。お腹が出にくいよう

丈を長めにしています。

えらべる2枚  消費税込990円
( 1枚  消費税込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。

通年着られる
やさしい肌着
毎日、肌にふれるものだから、

素材のやわらかさ、

タグやぬ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タンクトップ　　　  　       ベビー　　　  　      キッズ  ライトグレー・他2色

肌あたりがやさしいキャミソール　　　  　       ベビー　　　  　      キッズ  ベビーピンク・他1色

肌あたりがやさしいショーツ　　　  　       ベビー　　　  　      キッズ  ベビーブルー×柄・他2色

肌あたりがやさしい前閉じブリーフ　　　  　       ベビー　グレー×ボーダー・他1色

肌あたりがやさしい前閉じボクサーブリーフ　　　  　       ベビー　ミディアムグレー・他2色

肌あたりがやさしいブリーフ　　　  　      キッズ  グレー・他1色

肌あたりがやさしいボクサーブリーフ　　　  　       キッズ　ネイビー×ボーダー・他2色

02975616 02975739

02975883

82206845

02976156

02976361

02976460

02976521

02976002

82206906

02976217

02976408

13  

きがえる

綿でさらっと
夏向け肌着
速乾性にすぐれた糸を使って、

肌に密着しにくい凹凸のある生地に

仕立てました。通気性も良く

さらりとして快適な着心地です。

綿でさらっと肌あたりがやさしいタンクトップ　　　  　       ベビー  　　　  　     キッズ  消費税込990円  ライトブルー・他1色

綿でさらっと肌あたりがやさしいキャミソール　　　  　       ベビー  　　　  　     キッズ  消費税込990円  オフ白・他1色

02976835 02976897

02976675 02976736
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きがえる

おそろいで着られる
お着替えパジャマ
子育て中のお母さんやお父さんの声から

生まれたお着替えパジャマは

こどもがひとりで着られる工夫がいっぱい。

さらりとして清涼感のあるサッカー生地の

パジャマは親子おそろいで着られます。

脇に縫い目のないサッカーお着替え半袖パジャマ（七分丈）
　　　  　   ベビー  消費税込2,990円 　　　  　     キッズ  消費税込3,990円  ライトブルー×チェック・他2色 （4月下旬発売予定）

脇に縫い目のないサッカー織り半袖パジャマ　　　  　       婦人  消費税込4,990円  ネイビー×チェック・他3色 （5月上旬発売予定）

02974770 02974862

02911928

15  

きがえる

こどもの手でつかみやすく、
すべりにくい、大きめボタン。

かけ違わないように、ボタンと
ボタンホールの色が交互。

肌あたりに配慮して、
脇のぬい目をなくしました。

ズボンに「前」マーク付き。

両脇に、おなかが出るのを防ぐ
ボタン付き。 （ベビーのみ）

腕を通しやすく、
動かしやすいラグラン袖。
（カットソーパジャマのみ）

ボタン

ズボン

袖

脇に縫い目のない天竺編みお着替え半袖パジャマ（七分丈）
　　　  　   ベビー 　　　  　     キッズ  消費税込1,990円  

ネイビー×ボーダー・他2色 （4月中旬発売予定）

脇に縫い目のないフライス編み半袖パジャマ（七分丈）
　　　  　   ベビー 　　　  　     キッズ  消費税込1,990円  

ブルー×チェック・他2色（4月中旬発売予定）

脇に縫い目のない二重ガーゼお着替えパジャマ
　　　  　   ベビー  消費税込2,990円 

 　　　  　  キッズ  消費税込3,990円  

グレー×チェック・他3色

02974596

0297537102974350

02974688

02975463

02974473
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きがえる

足なり直角のびのび
スニーカーインくつした
かかとの形にあわせた直角編みで、

ずれにくく、快適な履き心地です。

成長しても履けるよう

伸縮性のある素材を使っています。 履きやすいつまみ付き。
ベビーサイズはつまみを肉厚にして
持ちやすくしました。

サイズは履き口の裏側に
色糸で編み込みました。

履き口の裏側に、
お名前を書き入れられます。

ベビーサイズは
足底にすべり止め付き。

通気性のよい
メッシュ編み。

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 

1足 消費税込350円  えらべる2足 消費税込590円  

シルバーグレー・他各サイズ3色

02893125 02893200

17  

きがえる

足なり直角のびのび
レギュラー丈くつした
かかとの形にあわせた直角編みで、

ずれにくく、快適な履き心地です。

キッズサイズには、においを

吸着する伸縮性のある糸を使用。

汗のにおいを抑えます。

足の甲の周囲に
ずれにくくするサポート機能付き。

痛みやすいつま先と
かかとを丈夫にしています。

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 

1足 消費税込350円  えらべる2足 消費税込590円  

シルバーグレー・他各サイズ3色

足なり直角のびのびボーダーくつした 

　　　  　   ベビー　　　  　     キッズ 

1足 消費税込350円  えらべる2足 消費税込590円  

ネイビー・他各サイズ2色

02893002 02893064

ベビーサイズは
足底にすべり止め付き。

サイズは、履き口の裏側に
色糸で編み込みました。

履き口の裏側に、
お名前を書き入れられます。

   18



きがえる

履きやすく
むれにくいサンダル
こどもの足をやさしく包む

通気性のよいメッシュ素材を使用。

留め具は調節しやすい面ファスナーです。

かかと部分には夜道で光を反射する

リフレクター付きです。
メッシュ編みサンダル・ストラップ付
　　　  　   ベビー 　　　  　     キッズ  

消費税込2,990円  グレー・他1色（3月下旬発売予定）

メッシュ編みシューズ・ストラップ付
　　　  　   ベビー 　　　  　     キッズ  

消費税込2,990円  ネイビー・他1色

02977627

02977740

02977665

02977801

19  

きがえる

夏のお出かけに
日よけ付きの帽子
かぶり心地のよい、

やわらかなカットソー生地を使用。

むれにくいよう通気穴をあけました。

首のうしろを日ざしから守る

日よけは取り外し可能です。

メッシュ編みサンダル・ストラップ付
　　　  　   ベビー 　　　  　     キッズ  

消費税込2,990円  グレー・他1色（3月下旬発売予定）

メッシュ編みシューズ・ストラップ付
　　　  　   ベビー 　　　  　     キッズ  

消費税込2,990円  ネイビー・他1色

キャップ・日除けフラップ付
　　　  　   52・54cm  ブルー×ストライプ・他1色  

消費税込1,990円 

02978143
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入園入学

手提げにもなる
リュック
軽くて丈夫な生地に、はっ水加工を施しました。

リュック、ショルダー、手提げの3通りに使えます。
A4サイズが入り、PCやタブレットが入る内ポケットや
防犯ブザーなどを取り付けられるフック付きです。

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  グリーン・他2色  

消費税込2,990円
02978082

21  

入園入学

手提げバッグとして
持ち手を短くして、手提げとしても使えます。

ショルダーバッグとして
持ち手を長くすると肩にかけられます。

前側の持ち手は、前ポケットに収納
してください。

ストラップは、ゆとりを持たせすぎないよう
体にフィットする長さに調節します。

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。

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  消費税込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  消費税込1,290円
持ち手付巾着・小　  　　　  　

タテ35×ヨコ29cm  消費税込1,290円
持ち手付巾着・大
タテ45×ヨコ40cm  消費税込1,490円 

グリーン・ネイビー

上履きや運動着の持ち運びに便利な巾着です。　

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。
02978112

02508883

02508968

02508982
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マタニティ

お母さんの声から
すみずみに工夫
ボトムスは、お腹の成長に合わせて

生地が伸びるので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。

コットンレーヨン授乳に便利な半袖Tシャツ
　　　  　   消費税込1,990円
マタニティ MーL  白・他3色

ストレッチ産後もはけるレギンスパンツ
　　　  　   消費税込2,990円
マタニティ S・M・L  黒・他3色

02973506

02973308

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の丈夫さ、やわらかさ、
レーヨンのなめらかさを生かした、
着心地のよさが特長です。

23  

マタニティ

フレンチリネンの
ワイドパンツ
さらりとした麻の風合いを生かして

ゆったりとしたはき心地に仕上げました。

妊娠中もおしゃれを楽しみたいという

お母さんの声を生かしています。

コットンレーヨン授乳に便利な半袖Tシャツ
　　　  　   消費税込1,990円
マタニティ MーL  白・他3色

ストレッチ産後もはけるレギンスパンツ
　　　  　   消費税込2,990円
マタニティ S・M・L  黒・他3色

フレンチリネン産後もはけるワイドパンツ　　　  　      消費税込5,990円  マタニティ M・L  ダークネイビー・他2色  （4月中旬発売予定）02973421

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。

   24



出産準備にほしいもの
一度にそろいます
入院時に人前でも着やすい腰まで隠れる丈長のパジャマや

授乳に便利なインナーなど、

衣類から雑貨まで必要なものが無印良品でそろいます。

脇に縫い目のない二重ガーゼ授乳に便利な長袖パジャマ
　　　  　   消費税込5,990円
マタニティ MーL  ネイビー×柄・他3色

授乳に便利なクロスオープンタイプ
ブラジャー（挿入カップ）　  　   

消費税込2,490円  マタニティ M・L  グレー・他 1色

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

マタニティ S－M・M－L  黒・他2色

綿バスケット織足底EVA左右のないスリッパ
　 　          消費税込499円 M・L・XL ブラウン・他1色

硬めの足底で、汚れが目立ちにくいスリッパです。

左右がないので着用時のわずらわしさがありません。

UVカット強撚ショートカーディガン
消費税込2,990円  S・M・L・XL  ブルー・他9色

素材にUVカット加工を施し、さらりとした肌触りが特長です。

オーガニックコットンを使っています。（4月中旬発売予定）

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

マタニティ S－M・M－L  オフ白・他 2色

PCポケット付 撥水 トートバッグ（ポリエステル）　  

　              消費税込2,990円  黒（4月下旬発売予定）

仕切りやポケットを多く設けた、収納に便利なバッグです。

生地には撥水加工を施しました。

02973773

02973957 02973995

38728979

82133431

02974053

82015843

入院時に便利な前開きのパジャマです。
サイドのスリットをさっと開いて授乳できます。

25  

出産祝いの
贈りものにも
赤ちゃんの肌にやさしく、

初めての子育てでも

着せ替えしやすい肌着や

おくるみ、おもちゃなどを

ご用意しています。

無染色オーガニックコットンフライスコンビ肌着　　　　  　  消費税込1,500円 50－60  生成・他 1色

無染色オーガニックコットン・がらがら・ゾウ　　　　  　  消費税込1,500円  生成  対象年齢0歳以上

無染色コットン混靴下　　　　  　  消費税込500円  9ー11cm  生成 ・他3色 

無染色オーガニックコットン服にしみこみにくいスタイ　　　　  　  消費税込1,000円  モカブラウン ・他1色 

02977108

02977207

02976996

02977221

新生児

無染色オーガニックコットン透かし柄半袖ショートオール　　　　  　   消費税込2,500 円  60・70  生成・他 1色  

綿素材は、無染色のオーガニックコットンを100％使用。自然のままの生成り色は、性別を選ばずお使いいただけます。

02977047

お名前やお好きな絵柄を入れる刺繍サービスもご利用いただけます。
※ 詳しくはP42をご覧ください。
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ボディケア

ポリエステル・おむつポーチ           　　　　　　

消費税込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

消費税込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  消費税込2,490円もあります。）

38728429

ベビーから使える全身シャンプー・泡タイプ　　　
　　　        消費税込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           　　　
　　　        消費税込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             

     　　　　消費税込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

38728412

38728405

02549794

02549787

オーガニックコットン中空糸3重ガーゼ・スリーパー
　  　          ベージュ           

消費税込 3,490円  ベビーサイズ（7月上旬発売予定）

オーガニックコットン中空糸3重ガーゼ・おくるみ
　  　          ベージュ          

消費税込 3,490円  約90×90cm（7月上旬発売予定）

0286959502869571
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毎日の外あそびや
行楽のおでかけに
荷物がたっぷり入る丈夫なバッグや

親子で座れるレジャーシートなど、

外出先で汚れを気にせず

気軽に使えるものができました。

ポリエチレンシート・ミニトートバッグ　　　　  　          

　　　　　 ネイビー　　　　　    ライトベージュ

消費税込399円  約45×26×19cm

サブバッグに便利なミニサイズです。

ポリエチレンシート・トートバッグ　　　　  　          

　　　　　 ライトベージュ　　　　　   ネイビー

消費税込499円  約53×36×19cm

汚れても拭き取りやすい、軽くて丈夫な業務用シート

素材を使用。行楽に便利な大きめサイズです。

ポリエチレン・レジャーシート
　　　　　 ネイビー　　　　　    ライトベージュ

消費税込490円  約120×88cm

親子で座れる大きめサイズ。携帯しやすいゴムバンド付き。

ポリエチレン・レジャーシート
　　　　　 ネイビー　　　　　    ライトベージュ

消費税込390円  約60×88cm

ひとり用の小さめサイズ。携帯しやすいゴムバンド付き。

02869434

02869458

028694960286947202869441

02869465

0286950202869489

おでかけ
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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  消費税込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            

消費税込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。

水でぬらして貼る おふろポスター・かな　   

                  B3サイズ  消費税込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  消費税込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  消費税込990円 

対象年齢3才～  

おふろ場で使える描画材です。

3874312502431846 37643932

38728078

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。　

こども部屋
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やわらかポリエチレンケース用フタ・ハーフ             

消費税込190円   約幅18.5×奥行26×高さ1.5cm

やわらかポリエチレンケース・ハーフ・小             

消費税込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用フタ・丸型             

消費税込290円   約直径36×高さ1.5cm 

やわらかポリエチレンケース・丸型・中                          

消費税込790円   約直径36×高さ16cm 

やわらかポリエチレンケース用フタ             

消費税込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・小             

消費税込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             

消費税込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             

消費税込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・丸型・深             

消費税込1,190円  約直径36×高さ32cm  

やわらかポリエチレンケース・ハーフ・大             

消費税込790円  約幅18×奥行25.5×高さ24cm  

やわらかポリエチレンケース・深             

消費税込1,190円  約幅25.5×奥行36×高さ32cm

やわらかポリエチレンケース・大             

消費税込990円  約幅25.5×奥行36×高さ24cm 

38749523

02528492

38749493

02528584

38749462

3874951638749479

38749509

02528591

02528577

02528560

38749486

こどもも安心して
使いやすい収納ケース
かどが丸くやわらかで、汚れを拭き取りやすい素材を使用。

ユニットシェルフに組み合わせてお使いいただけます。

こども部屋
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長く使える
学習机
成長しても長く使える学習机や

お好きに組み合わせて使える収納用品を

種類も豊富に取りそろえています。　

ブナ材デスク・幅120cm             

                 消費税込34,900円  

幅120×奥行60×高さ70cm 

ブナ材デスク用上置き棚             

           　   消費税込4,990円  

幅47.5×奥行24×高さ12.5cm

ブナ材デスク用パーテーション                     

                 消費税込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             

                消費税込24,900円  

幅41.5×奥行 52×高さ58.5cm

02502980

02503000

02503017

02503024

手になじむ、あたたかみのあるブナ材は、
大人になってもリビングやダイニングでお使いいただけます。

31  

 無垢材デスク・オーク材
消費税込34,900円   幅110×奥行52×高さ70cm  

  オーク材キャビネット・
　　　　　 税込19,900円  

幅37.5×奥行40.5×高さ5 8 .5cm  

   無垢材デスク（引出付）・オーク材
消費税込24,900円   幅110×奥行55×高さ70cm  

   無垢材デスクキャビネット（引出2段）・オーク材
　　　　　 消費税込14,900円  

幅35×奥行48×高さ56cm  

61361901

82207026

61631925

82207033

パイン材デスク・幅86cm             

消費税込15,900円  幅86×奥行58×高さ70cm 

パイン材デスクワゴン             

消費税込8,990円  幅24×奥行55×高さ58cm

37413856

37413863

丈夫な無垢のオーク材は、長くお使いいただけます。
ベーシックで飽きのこないデザインです。

節の表情をそのまま生かしたパイン材は、使いこむほど味わいが
増します。ユニットシェルフに組み合わせてお使いいただけます。

こども部屋
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02502966

02399962

02502973

黒

1 32

こども部屋

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

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

座面高：39�49cm

ワーキングチェア
　　　　　グレー　        　    黒 消費税込12,990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 消費税込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

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

小               　 消費税込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                  

　　　　　  消費税込17,900円
幅33×奥行33×高さ51cm  

ブナ材コートスタンド                  

　　　　　  消費税込6,290円
幅48×奥行42×高さ173.5cm  

じぶんでつくる紙管こどもデスク
                  消費税込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。

18596904

18596911

37792098

6101310737121768
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あそぶ

安全に配慮した
こどもの自転車
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。

三輪車・舵取り棒付き  

消費税込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   

消費税込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 

消費税込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

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

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

座面高：39�49cm
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たべる

37605954食洗機対応・ストローマグ
消費税込1,190円  目安容量200ml

じぶんでたべる

こどもの手で使いやすい

大きさやかたちに配慮した

食器やカトラリーのほか、

保育園や学校で必要なものを

ご用意しています。

02187026 02187033バックル付き弁当箱・小
消費税込490円 約125ml
シンプルな樹脂素材のお弁当箱です。フタを外して
電子レンジでお使いいただけます。

バックル付き弁当箱・大
消費税込690円  仕切りつき  約325ml
シンプルな樹脂素材のお弁当箱です。フタを外して
電子レンジでお使いいただけます。 

37496545

37496552

こども食器ランチスプーン 

消費税込250円  長さ約14cm
こども食器ランチフォーク
消費税込250円  長さ約14cm

76252047ランチおしぼりセット 
消費税込890円  おしぼり1枚入り 
お名前欄付きの生成おしぼりとおしぼりケースのセット
です。

37652804こどもアルミお弁当箱
消費税込1,690円 約350ml・ランチバンド付き 
保温庫で使用できるシンプルなアルミのお弁当箱です。
仕切り・ランチバンドが付いています。
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たべる

飲み方が変えられる水筒・ストローセット 

           約450ml  消費税込1,490円
飲み方が変えられる水筒・ふたパーツ 

           ストロータイプ  消費税込690円

飲み方が変えられる水筒・コップセット 

           約450ml  消費税込1,490円
飲み方が変えられる水筒・ふたパーツ 

           コップタイプ   消費税込690円

飲み方が変えられる水筒・直飲みセット 

           約450ml  消費税込1,490円
飲み方が変えられる水筒・ふたパーツ  

                直飲みタイプ  消費税込690円

38160083 38160076

38160106

38160069

3816009038160113

別売りのふたを付け替えると、1本3役で使える水筒です。

カトラリーケースは、7段階で長さを調節できます。

37925519

長さが変えられるカトラリーケース
           消費税込690円   7段階調整
お弁当の内容やこどもの成長にあわせて、最長23cm
までのさまざまなカトラリーを収納できます。 

02187040 0218710102187088綿シャンブレー・お弁当袋
消費税込990円 巾着タイプ ライトネイビー・他2色
お子様にも扱いやすいマチ付きの巾着タイプです。
出し入れしやすいよう持ち手の位置を工夫しました。

綿シャンブレー・ランチョンマット
消費税込650円 約29.5×44cm ライトネイビー・他2色
給食の時にも使えるように、一般的な小中学校の机に
おさまるサイズで作りました。

綿シャンブレー・コップ袋
消費税込690円 マチ付き巾着タイプ ミントグリーン・他2色
出し入れしやすい底マチ付きです。
子供用の歯ブラシも一緒に入れられるサイズです。

38728641

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 

消費税込690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。

38728436

はっ水ポリエステル・お食事スタイ
                  消費税込990円  ライトブルー・他1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。汚れをキャッチしやすいポケット付きです。

38728474

はっ水ポリエステル・お食事エプロン・長袖 
                消費税込1,290円 ライトピンク・他1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。汚れをキャッチしやすいポケット付きです。
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02555320

47251791

02530143

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

たべる

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。
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たべる

02530181

02530143  

02530150  

0253016702530204

0253019802530174

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 消費税込350円  長さ約14cm

こども食器・木製椀 

小                    約φ10cm  消費税込1,090円 

大            　　 約φ11.5cm  消費税込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 消費税込690円  長さ約14cm

ブナ材フィーディングスプーン 

消費税込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。

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。

3792562537926295

37926264

4755536337926271

37926288

37925632

こども食器・磁器マグ  約200ml 

片手　　　　　　  消費税込350円
両手　　　　　　  消費税込550円

こども用竹箸・食洗機対応  各消費税込150円
  47251784 14cm   47251791 15cm 47251807 16.5cm   

お子様の手の大きさに合わせてお選びいただけます。
手首から中指の先まで＋3cmがサイズの目安です。

こども食器・磁器碗
小    　　　　 約φ9.5cm 消費税込350円
中             約φ1 1cm  消費税込450円
大             約φ13cm  消費税込550円

こども食器・磁器皿 小             約φ8cm 消費税込   
  290円／中           約φ12cm 消費税込390円／
 大            約φ16cm 消費税込550円 
フチ部分が高めなのでシチューなど汁ものにも使えます。

こども食器・磁器・仕切皿
            約φ21cm  消費税込1,490円
皿・小を組み合わせて使用することもできます。
スタッキング収納も可能です。

37926301

37926318
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たべる

素材の色と自然な味わいを
そのまま生かしたお菓子
国産の野菜や果実を使用して、

そのままの色や味わいを生かしました。

化学調味料や香料、着色料を使わずに、

食の安全を考えた製法はもちろん、

たべやすい形や大きさにも配慮しています。

39  

たべる

国産素材でつくったクッキー
とうもろこし                    さつまいも  

かぼちゃ                    紫さつまいも  

りんご                    にんじん  

各 消費税込190円  45g

 国産野菜のスティック
さつまいも                    じゃがいも  

 にんじん                  かぼちゃ

 国産果物のスティック　　　　　  

 りんご

 各 消費税込190円（かぼちゃは秋に発売予定） 

果汁100%ジュース ぶどう　
果汁100%ジュース りんご　
果汁100%ジュース みかん　
各 消費税込120円  195g

82209501

82209648

82209624

82209631

82516395

82209617

82209525

82209495 82209488

82209532

82209518

02544010

02543990

02544003

野菜や果物の素材の味を生かし、
バターを使って風味豊かに
焼きあげました。
お子さまとのおでかけにも便利な
チャック付きです。

カットした野菜や果物を
  塩や調味料を使わずにカリっと  
 仕上げました。
お子さまとのおでかけにも便利な
チャック付きです。

ぶどう、りんご、みかん、
それぞれの素材の甘みや酸味、
おいしさをそのまま生かした、
果汁100％のジュースです。
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組み合わせて使うシール用 シートブック　　　　　　 消費税込290円  A5サイズ・全8柄・対象年齢３歳以上

組み合わせて使うシールシート                    消費税込390円 A5シート× 3色・対象年齢３歳以上

82111545

02603984

「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。

丸みのあるさまざまな形のシールを
好きなページに自由に貼って楽しめます。
絵を描き足して楽しむこともできます。

41  

残反を再利用した天竺ピース
　　　　　   消費税込390円  A5シート× 3色

製品の端切れで作った、アイロンで簡単に 

貼りつけられるシートです。 

組み合わせて使うシールシート　
　　　　　   消費税込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。

82188349

02603984

無印良品の刺繍サービスでも
「丸みシリーズ」のモチーフを
 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、
じぶんの物がすぐにわかる目印になります。

好きな形を選んで、
オリジナルデザインを。

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。

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。

※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。
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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

43  

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

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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アウトドア教室など、多彩なプログラムも充実。
キャンプに必要なものは一通りそろえています。※レンタルやショップも含む

静かな湖畔

群馬県 

カンパーニャ嬬恋キャンプ場
カヌーや釣り、サイクリングも楽しめます。

営業期間：4月下旬ー11月上旬

広大な高原

岐阜県 

南乗鞍キャンプ場
満天の星空のもと露天風呂を満喫できます。

営業期間：5月下旬ー10月上旬

美しい森

新潟県 

津南キャンプ場
緑豊かな日本の原風景とふれあえます。

営業期間：5月中旬ー11月上旬

※営業期間は、天候の状況により前後する場合があります。詳細は、無印良品キャンプ場ホームページをご覧ください。    

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.muj i .net /camp/

森、高原、湖畔、
どのキャンプ場にする?
無印良品のキャンプ場は、ありのままの自然の魅力を感じていただけるように、

必要のないものは省き、その土地ならではの地形や生態系をそのまま生かしています。

あそぶ

たべる

みつける

森の中で隠れ家づくり、クワガタ・カブトムシ探し、石けんづくりなど

石窯でつくるピザ、そば打ち、ダッチオーブンで煮込みハンバーグなど

動物のあしあと、きれいな声の鳥、草むらに隠れた木の実や昆虫など

45  

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           　　　　　　

消費税込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

消費税込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　　　　　　 

消費税込2,490円  20_15cm  A6サイズ対応

38728429

38728412

38728405

02549794

02549787

森の中で隠れ家づくり、クワガタ・カブトムシ探し、石けんづくりなど

石窯でつくるピザ、そば打ち、ダッチオーブンで煮込みハンバーグなど

動物のあしあと、きれいな声の鳥、草むらに隠れた木の実や昆虫など
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