
アナノカフェ 　AC-1

2007 年 8 月作成

木漏れ日が織りなす、やわらかな光と緑に囲まれたオープンカフェ。

そよ風に乗って流れるフレンチボサノヴァ。

お気に入りのカップに注がれたカフェオレ・・・。

Anano Cafe ( ｱﾅﾉ ･ ｶﾌｪ ) は､ おしゃれな日常のイメージを愛する女性達に絶大な人気の「anano」というネーミングで活躍中の

アーティスト、穴原里映さんがイラストを描き、デザイン及び製品作りのイメージサポートを手がけているブランドです。

穴原里映さんは１９９７年から一点物の小さなベアの製作を開始、数々のテディベアコンテストで受賞、海外でも高い評価を

得ているベア作家です。現在では全国の画廊やショップ、書店などで年に数回個展を開催しておられます。

一点物の手作り品は数が限られるため、その作品の持つ魅力と希少性ゆえに、毎回オープニング初日の早朝から、お目当ての

作品を入手しようと大勢の人が並んでいます。ベアに限っては毎回抽選にもかかわらず、です。まさにカリスマ的存在です。

オリジナルベア作家として個展を開催し始めた頃、声をお掛けしてデザインをお願いすることとなり、２００１年に

アナノ・カフェが立ち上がりました。

陶器・タオルなど使い心地のよいナチュラルカラーの素材に、キュートで小さなベアやラビットをさりげなく配して

「Anano らしさ」をコンセプトとしてお届けする雑貨は、anano ファンはもとより、おしゃれな女性から根強い支持を受け、

さらにベビーアイテムを加え、幅広い層に向けた製品をお届けしております。

現代の忙しい女性たちがほっと一息つく時、いつも心の友として Anano Cafe  のシリーズが暖かなメッセージをお届けできる

よう、良質の製品作りを心がけてまいります。

作者紹介

溝江里映　Rie Mizoe
横浜在住

＊作品・・・・・・ベア・布小物等、一点物の作品と自主制作本、アクセサリーを制作

＊雑貨のデザイン、プロデュース・・・ｷｬﾄﾙ ･ ｾｿﾞﾝ ( ｷﾞﾌﾄﾎﾞｯｸｽ )､ ﾄｰｶｲ ( ﾌﾟﾘﾝﾄ生地 )、ﾋﾞｱﾝﾌｪ ( ｽﾀﾝﾌﾟ )

＊個展とコラボレート作品・・・恵文社一乗店、ｵﾙﾈ ･ ﾄﾞ ･ ﾌｫｲﾕ､ ｷｬﾄﾙｾｿﾞﾝ､ ﾉｰﾄﾙ ･ ｼｬﾝﾌﾞﾙ等）

＊書籍・・・・・・｢おもてなしの本｣　( 文化出版局 )

　　　　　　　　　｢Anano ベアのお菓子と小物｣　( 学研その他書籍３冊 )

　　　　　　　　　雑貨カタログ別冊 ｢４２人のおすすめ雑貨｣　　等
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Anano Cafe ( ｱﾅﾉ ･ ｶﾌｪ ) は､ おしゃれな日常のイメージを愛する女性達に絶大な人気の「anano」というネーミングで活躍中の

アーティスト、穴原里映さんがイラストを描き、デザイン及び製品作りのイメージサポートを手がけているブランドです。

穴原里映さんは１９９７年から一点物の小さなベアの製作を開始、数々のテディベアコンテストで受賞、海外でも高い評価を

得ているベア作家です。現在では全国の画廊やショップ、書店などで年に数回個展を開催しておられます。

一点物の手作り品は数が限られるため、その作品の持つ魅力と希少性ゆえに、毎回オープニング初日の早朝から、お目当ての

作品を入手しようと大勢の人が並んでいます。ベアに限っては毎回抽選にもかかわらず、です。まさにカリスマ的存在です。

オリジナルベア作家として個展を開催し始めた頃、声をお掛けしてデザインをお願いすることとなり、２００１年に

アナノ・カフェが立ち上がりました。

陶器・タオルなど使い心地のよいナチュラルカラーの素材に、キュートで小さなベアやラビットをさりげなく配して

「Anano らしさ」をコンセプトとしてお届けする雑貨は、anano ファンはもとより、おしゃれな女性から根強い支持を受け、

さらにベビーアイテムを加え、幅広い層に向けた製品をお届けしております。

現代の忙しい女性たちがほっと一息つく時、いつも心の友として Anano Cafe  のシリーズが暖かなメッセージをお届けできる

よう、良質の製品作りを心がけてまいります。

作者紹介

溝江里映　Rie Mizoe
横浜在住

＊作品・・・・・・ベア・布小物等、一点物の作品と自主制作本、アクセサリーを制作

＊雑貨のデザイン、プロデュース・・・ｷｬﾄﾙ ･ ｾｿﾞﾝ ( ｷﾞﾌﾄﾎﾞｯｸｽ )､ ﾄｰｶｲ ( ﾌﾟﾘﾝﾄ生地 )、ﾋﾞｱﾝﾌｪ ( ｽﾀﾝﾌﾟ )

＊個展とコラボレート作品・・・恵文社一乗店、ｵﾙﾈ ･ ﾄﾞ ･ ﾌｫｲﾕ､ ｷｬﾄﾙｾｿﾞﾝ､ ﾉｰﾄﾙ ･ ｼｬﾝﾌﾞﾙ等）

＊書籍・・・・・・｢おもてなしの本｣　( 文化出版局 )

　　　　　　　　　｢Anano ベアのお菓子と小物｣　( 学研その他書籍３冊 )

　　　　　　　　　雑貨カタログ別冊 ｢４２人のおすすめ雑貨｣　　等

アナノカフェ



アナノカフェ 　AC-2

2021 年 10 月作成

AC. ベビーマスコット
¥1045【税抜：￥950 】

サイズ：75 × 135 ～ 160mm
素材：綿 100%
MADE  IN  JAPAN

AC. ベビーリングニギニギ
￥935【税抜：￥850 】

サイズ：85 × 85 × 30mm
素材：綿 100%
MADE  IN  JAPAN

AC. ベビーラトル
￥825【税抜：￥750 】

サイズ：50 × 60mm
素材：綿 100%
MADE  IN  JAPAN

522202 5339894

522202 5339964

●ベア

●ベア

●ベア

●ベア

●ラビット

●ラビット

●ラビット

●ラビット

AC. ベビーガラガラマスコット
￥1078【税抜：￥980 】

サイズ：ベア→ 70 × 60 × 140mm
　　　　ラビット→ 70 × 60 × 180mm
素材：本体→ポリエステル 100％
　　　リング→ ABS 樹脂
MADE IN CHINA

●ベア

●ラビット

ゆらすとリングの中で
カラフルなビーズが
ガラガラと動いて
目と音で楽しい♪

522202 5451804

522202 5451974

裏側

ガラガラを
留められる
テープ付き

522202 5332794 522202 5332864

522202 5335694

522202 5335764

AC. ベビーボール
￥1100【税抜：￥1000】

サイズ：100 × 100 × 100mm
素材：綿・ポリエステル混紡
MADE IN JAPAN

NEW! 10月上旬発売予定 コロコロ動かしてカラコロと優しい音色のするボールです♪

裏

裏

赤ちゃんの大好きな
丸い形の柔らかいボールです♪

触る・握る・転がすなど
様々な遊び方ができます！

　

やわらか生地素材で

　

　　　痛くない！



AC. ベビーギフトセット B
￥2970【税抜：￥2700 】

サイズ：230 × 180 × 60mm
セット内容：マスコット・スタイ・ハンドタオル
MADE IN JAPAN

AC. ベビーギフトセット C
￥4180【税抜：￥3800 】

サイズ：315 × 230 × 35mm
セット内容：
ピンク→タオルハンカチ・抗菌ガーゼハンカチ・
　　ソックス・スタイ・リングニギニギ・命名用紙
ブルー→タオルハンカチ・ソックス・スタイ
　　・リングニギニギ・汗取りガーゼ 2枚組
MADE IN JAPAN

アナノカフェ 　AC-3

2021 年 9 月作成

＊ギフトセットの内容は、予告なく変更する場合がございます。
　あらかじめご了承下さい。

＊命名用紙はサービス品のため無くなり次第終了となります。

＊ギフトセットの内容は、予告なく変更する場合がございます。
　あらかじめご了承下さい。

●ピンク

●ピンク

●ピンク

●ブルー

●ブルー

●ブルー

522202 5334224

522202 5334154

522202 5346894

522202 5346964

AC. ご祝儀袋
￥220【税抜：￥200】（卸単位 5）

サイズ：95 × 180mm
素材：紙
MADE IN JAPAN

NEW! 9月上旬発売予定

AC. 命名用紙
￥495【税抜：￥450】（卸単位 3）

サイズ：210 × 297mm(A4 サイズ）
素材：紙
MADE IN JAPAN

AC. ぽち袋
￥165【税抜：￥150】（卸単位 5）

サイズ：65 × 110mm
素材：紙
MADE IN JAPAN

●ブルー

●ピンク
お年玉や祝儀、お盆玉、
おこづかい袋等以外にも

少額のお金のやり取りに便利！！

1 セット 3 枚入り★

心をこめて手書きもよし！
片面インクジェット専用紙なので

顔もきれいに印刷できます♪

３枚
セット

●ピンク ●ブルー

表書きが「お祝」なので
多用途にお使いいただけます！

中袋 1 枚付

出産祝い、入園祝い…など 1 枚あると便利なご祝儀袋♪

裏 裏



AC. ベビーお食事スタイ２枚セット
￥1320【税抜：￥1200】

サイズ：250 × 340mm
素材：EVA 樹脂
MADE IN CHINA

AC. ベビーアップリケスタイ
￥1045【税抜：￥950】

サイズ：220 × 280mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

AC. ベビーマスコット付スタイ
￥1320【税抜：￥1200】

サイズ：190 × 190mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

アナノカフェ 　AC-4

2021 年 9 月作成

●ブルー

●ブルー

●ブルー

●ピンク

●ベア ●ラビット

●ピンク

●ピンク

522202 5355014

522202 5355184

522202 5363314

522202 5363484

固い曲玉を使っていないため
やわらかく、投げたり
ぶつかってしまっても

痛くありません！

水洗いもできるので、
清潔に使用できます♪

水をはじく素材なので
食べこぼし・

飲みこぼしから
洋服をまもります！

裏側のポケットを
表側にひっくり返せば

立体的なポケットとなって
食べこぼしをキャッチ！

2枚組

AC. ベビー newおきあがりこぼし
￥2200【税抜：￥2000】

サイズ：ベア→ 110 × 110 × 140mm
　　　　ラビット→ 110 × 110 × 160mm
素材：綿ポリエステル混紡
MADE IN JAPAN

NEW! 9月上旬発売予定 出産祝いやプレゼントにもおすすめのやわらかなおきあがりこぼしです！

リン♪
リン♪

後ろ後ろ

目安サイズ ／ 月齢：～ 3才



柄アップ

アナノカフェ 　AC-5

2021 年 12 月作成

●ピンク

●ピンク

●ベア ●ラビット

●ピンク

522202 5363624

●ブルー

522202 5363794

●ブルー

522202 5363864

●ブルー

522202 5363934

綿 100％の 3 重ガーゼ！
吸水性もよく乾きやすい♪

大きいサイズは
　　　　　　沐浴用に。

小さいサイズは
　　　お顔や体拭き用に。

外出時にかさ張らないので、
パパママ、赤ちゃんも
使えて便利です♪

AC. ベビーおふろガーゼセット
¥1650【税抜：￥1500】

サイズ：大→ 350 × 700mm
　　　　小→ 350 × 350mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

NEW! 12月上旬発売予定

AC. ベビーふわふわフェイスタオル
¥1320【税抜：￥1200】

サイズ：340 × 760mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

AC. やわらかベビーケット
¥3080【税抜：￥2800】

サイズ：900 × 600mm
素材：綿 100%　中芯ポリエステル 100％
MADE IN JAPAN 522202 5498984

●ブルー

AC. アップリケタオルハンカチ
¥418【税抜：￥380】（卸単位 5）

サイズ：200 × 200mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

AC. アップリケハンドタオル
¥517【税抜：￥470】（卸単位 5）

サイズ：350 × 360mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

毎日つかう必需品！便利な２枚組のガーゼセットです♪

かわいい刺繍付！

日本タオル産業発祥の地・泉州で
作られた

無燃糸のふわふわした優しいタオルです。
お昼寝後の背中拭きや

ベビーカーの背もたれに♪

2枚組

柄アップ 柄アップ



今治で作られたミニサイズのガーゼハンカチ♪

アナノカフェ 　AC-6

2020 年 12 月作成

AC. ベビーガーゼハンカチ２枚組
￥825【税抜：￥750】（卸単位 3）

サイズ：360 × 360mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

やさしい肌触りでしっかり吸収！

よだれやお口まわりの
食べ汚しふきに便利！

吸水性が良いガーゼ素材

２枚
セット

AC. ベビーやわらかガーゼハンカチ
              ￥517【税抜：￥470】   （卸単位５）

サイズ：250 × 250mm
素材：綿 100%　中芯 ポリエステル 100％
MADE IN JAPAN

AC. ベビーやわらかガーゼスタイ
￥1045【税抜：￥950】

サイズ：220 × 300mm
素材：綿 100%　中芯 ポリエステル 100％
MADE IN JAPAN

●ピンク

●イエロー

●ブルー

●ピンク

●ブルー

●ブルー

●ブルー

●ブルー

●ブルー

AC. ベビーJOYガーゼハンカチ
              ￥528【税抜：￥480】  （卸単位５）

サイズ：250 × 250mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

AC. ベビーJOYガーゼスタイ
              ￥1078【税抜：￥980】

サイズ：220 × 300mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

●ピンク

522202 5458694

●ブルー

522202 5458764

522202 5458904

522202 5396084 522202 5396154

522202 5396224 522202 5396394

●ピンク
522202 5410904

522202 5411064

AC. ガーゼミニハンカチ
￥429【税抜：￥390】（卸単位：3）

サイズ：170 × 170mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

AC. べビー汗取りガーゼ 2枚組
￥858【税抜：￥780】

サイズ：150 × 250mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

NEW! 12月上旬発売予定

２枚
セット

表は肌触りの良いガーゼ
裏は吸水の良いパイル素材！

小さめサイズで
赤ちゃん用タオルに

ピッタリ♪

AC. ベビー今治着ぐるみハンドタオル
￥858【税抜：￥780】（卸単位３）

サイズ：330 × 350mm
素材：綿 100％
MADE IN JAPAN

刺繍とリボン付

●ピンク

522202 5482354

●ブルー

522202 5482424



アナノカフェ 　AC-7

2021 年 11 月作成

赤ちゃんの日々の成長を実感★布製身長計

AC. ベビータオルクリップ
￥1320【税抜：￥1200】

サイズ：40×15×360（クリップ～クリップの長さ）mm
パッケージサイズ：145 × 18 × 130mm
素材：マスコット→ポリエステル 100％
　　　ヒモ→綿ポリエステル混紡
　　　クリップ→ポリアセタール樹脂
MADE IN CHINA

●ベア ●ラビット

タオルハンカチを
クリップで挟めば

お食事エプロンになります！

522202 5488394 522202 5488464

クリップ アップ

AC. ベビー着ぐるみマスコット
￥1078【税抜：￥980】

サイズ：ベア→ 70 × 50 × 110mm
　　　　ラビット→ 70 × 50 × 125mm
素材：ポリエステル 100％
MADE IN CHINA

●ベア

●イエロー ●ピンク

●ベア ●ラビット

●ホワイト ●ブルー

●ピンク

●ラビット

プラ鈴入りで
リンリン優しい音色♪

布製なので、
コンパクトにたためます♪
油性ペンでの書き込みも

OK ！

赤ちゃんが
持ちやすいサイズ

522202 5475594 522202 5475664

●ラビット

4

70 ～ 128cm まで計れます！
（成長差はありますが約 1 歳～約７歳）

日々の成長を感じられる
身長計です。

お父さん・お母さんが手を入れて、
お話ししながら遊んであげるトイです♪

AC. ベビー着ぐるみハンドパペット
￥1980【税抜：￥1800】

サイズ：ベア→ 130 × 265mm　（厚み：60mm)
　　　　ラビット→ 130 × 280mm（厚み：60mm)
素材：ポリエステル 100％
MADE IN CHINA

AC. ベビー着ぐるみふくろう
￥1320【税抜：￥1200】

サイズ：120 × 70 × 100mm
素材：ポリエステル 100％
MADE IN CHINA

AC. ベビーチャイム
￥968【税抜：￥880】

サイズ：58 × 40 × 155mm
素材：キャップ・ハンドル→スチロール
　　　鳴もの本体→紙・鉄
　　　フィルム→ペット樹脂
MADE IN JAPAN

ゆらすとコロンコロン
と優しい音色が
聞こえます♪

●ピンク ●ブルー

赤ちゃんの成長と
幸福を願って…
ギフトとしても
おすすめです。

ゆらすとリンリン♪

優しい音色がします

AC. 身長計
￥880【税抜：￥800】

サイズ：135 × 600mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

NEW! 11月上旬発売予定

柄アップ



アナノカフェ 　AC-9

2020 年 5 月作成

優れた吸水性と安全性。
毛抜けもしづらく、肌触りが優しいパイル。

今治タオルのブランドマーク＆ロゴは
日本最大のタオル産地「今治」で独自の
品質基準に合格したタオルのみに付与
されます。

今治タオル
シリーズ

AC. ベビー今治ガーゼスタイ
￥1430【税抜：¥1300】 

サイズ：210 × 300mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

NEW! 5月上旬発売予定

AC. ベビー今治ガーゼハンカチ
￥638【税抜：580】（卸単位：3） 

サイズ：240 × 240mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

AC. ベビー今治ガーゼフェイス
￥1320【税抜：￥1200】 

サイズ：340 × 800mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

AC. ベビー今治ガーゼギフトセット
￥3740【税抜：￥3400】 

サイズ：270 × 230 × 60mm
セット内容：ベビー今治ガーゼスタイ / ベビー今治
ガーゼハンカチ /ベビー今治ガーゼフェイス
MADE IN JAPAN

NEW! 5月上旬発売予定

NEW! 5月上旬発売予定

NEW! 5月上旬発売予定

赤ちゃんの
くちもと拭きに

とっても
優しい肌触り！

赤ちゃんの
くちもと拭きに

とっても
優しい肌触り！

柔らかく、
沐浴タオルに
ピッタリ♪

出産祝いに
おすすめ！

＊ギフトセットの内容は、
　予告なく変更する場合がございます。
　あらかじめご了承下さい。

●ピンク

絵柄アップ

絵柄アップ

●ピンク

●ピンク

●ブルー

●ブルー

●ブルー



アナノカフェ AC-10

2021 年 10 月作成

AC. ベビー着ぐるみアップリケスタイ
￥1320【税抜：￥1200】

サイズ：220 × 300mm
素材：綿 100％
MADE IN JAPAN

●ピンク

●ブルー

522202 5483724

●ブルー

今治で作られた
タオルを使用♪

AC. ウェットティシュ・フラップ
￥495【税抜：￥450】（卸単位 3） 

サイズ：120 × 82 × 7mm
素材：ポリプロピレン
MADE IN JAPAN

522202 5453194

●ホワイト

中身が乾きにくく
取り出しがスムーズ♪

AC. ベビー保育園スタイ
￥1320【税抜：￥1200】 

サイズ：330 × 340mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

●ピンク

522202 5490344

●ブルー

522202 5490414
吸水性に優れた

ふんわりとした肌触り

0~80cm のメモリで、
約１才まで測れます♪

今治で作られた
タオルを使用♪

お風呂あがりの濡れた体を
素早く優しく、
拭き取ります！

足あとのイラスト部分で
足の目安サイズも

測れます♪

取り出し
らくらく♪

AC. ベビー身長計タオル
￥2750【税抜：￥2500】 

サイズ：600 × 1000mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

NEW! 10月上旬発売予定

●ピンク

●ブルー

お風呂上がりに赤ちゃんの成長をチェックできます♪

面テープで
着脱カンタン！

アップリケ刺繍付き

しっかりとした
タオル素材で

吸収力は抜群！

柄アップ 柄アップ



2021 年 11 月作成

アナノカフェ AC-11

AC. ベビー着ぐるみソックス
¥748【税抜：¥680】

サイズ：足のサイズ 7～ 8cm
素材：綿 63％・アクリル 27％・ポリエステル 8%
　　　ポリウレタン 2%
MADE IN JAPAN

AC. ベビー着ぐるみスタイ
¥1078【税抜：¥980】

サイズ：200 × 300mm
素材：綿 100％
MADE IN JAPAN

●ピンク

522202 5477404

●ピンク

防寒や冷房対策など
1 年間通して使えて便利 ! 目安サイズ ／ 月齢：６ヶ月　※まだ歩けるようになる前の月齢なので足裏に滑り止めは付いてません

●ピンク

522202 5477644

●ブルー

●ブラウン

522202 5477574

AC. くまポコたいこ
￥1650【税抜：￥1500】

サイズ：165 × 140 × 100mm
セット内容：ポリエステル
MADE IN CHINA

NEW! 11月中旬発売予定 いろいろな音を楽しめる♪くまさんのお顔のたいこです！

横 横

くまのお顔を
たたいて
ポコポコ♪

ゆらすと
リンリン♪

底・帯を
握って

カシャカシャ♪

色々な音が
楽しめる
太鼓です！

※顔以外

布
製
な
の
で
、

ぶ
つ
か
っ
て
も
痛
く
な
い
！

●ピンク ●ブルー

AC. ベビーmilk マスコット
￥1078【税抜：￥980】

サイズ：60 × 35 × 135mm
素材：ポリエステル 100％
MADE IN CHINA

哺乳瓶型の
マスコット♪

ゆらすとリンリンと
優しい音色が
聞こえます♪

522202 5489384 522202 5489454



●ピンク

●ピンク

●ブルー

●ブルー

2021 年 7月作成

アナノカフェ AC-12

AC. ベビー抗菌ガーゼスタイ
￥1430【税抜：￥1300】

サイズ：200 × 170mm
素材：綿 100％
MADE IN JAPAN

AC. ベビー抗菌ガーゼハンカチ
￥715【税抜：￥650】

サイズ：250 × 250mm
素材：綿 100％
MADE IN JAPAN

AC. ベビーガーゼシーツ
￥2090【税抜：￥1900】

サイズ：600 × 830mm
素材：綿 100％
MADE IN JAPAN

NEW! 7月上旬発売予定

●ピンク ●ブルー

肌触りの優しいガーゼ素材の抗菌スタイです♪
表

は
ガ

ー
ゼ

・裏はふんわりや
わ

ら
か

パ
イ

ル

抗アレルゲン・抗ウイルス・抗菌・防臭
加工が施されています♪

細やかな銀イオンが繊維の奥まで浸透しており、
細菌を抑制します！

細やかな銀イオンが繊維の奥まで浸透しており、
細菌を抑制します！

●ピンク ●ブルー

絵柄プリント部分・シーツ中央部分は
４重ガーゼになっていて、
赤ちゃんの寝汗をしっかり

吸収してくれます♪

着脱カンタンなくびゴムタイプなので、
外出先でもサッと着せられます♪

抗菌

抗菌



ハイハイをしているとかかとにある
ベア・ラビットの顔が動いてにっこりしている

様に見えてかわいいです！

●ブルー

●ブルー

AC. ベビーシューズソックス
￥1078【税抜：￥980 】

サイズ：足のサイズ 7～ 8cm
素材：綿 56％ アクリル 24% 
　　　ナイロン 18％ ポリウレタン 2%
MADE IN JAPAN

NEW! 9月上旬発売予定

AC. ベビーぼうし
￥1760【税抜：￥1600 】

サイズ：170 × 150mm
（広げた時：170 × 265mm)
素材：綿 100％
MADE IN JAPAN

522202 5367064

　AC-13アナノカフェ

2021 年 9 月作成

防寒や冷房対策など 1 年間通して使えて便利なソックス !!

シューズ風のたのしいソックス♪

目安サイズ ／ 月齢：12 ～ 24 ヶ月 滑り止め付

AC. ベビージャガードソックス
￥627【税抜：￥570 】

サイズ：丈 10cm（足のサイズ 9～ 11cm）
素材：綿 63％ アクリル 27％ 
　　　ポリエステル 8％ ポリウレタン ２％
MADE IN JAPAN

目安サイズ ／ 月齢：６ヶ月
※まだ歩けるようになる前の月齢なので足裏に滑り止めは付いてません

目安サイズ ／ 新生児～３ヶ月ぐらい

頭周り ／ 36 ～ 40cm

●ピンク

●ピンク

●ピンク ●ブルー

522202 5366904

くつ用カップ入



アナノカフェ AC-14

2021 年 6 月作成

AC. ベビーはらまき
￥1078【税抜：￥980】

サイズ：190 × 160mm
素材：綿 63％アクリル 27％ポリエステル８％
　　　ポリウレタン２％
MADE IN JAPAN

●ピンク ●ブルー裏

柄アップ

柄アップ

裏

522202 5486174 522202 5486244

AC. ベビーガーゼスリーパー
￥3630【税抜：￥3300】

サイズ：身幅→ 400mm　着丈→ 500mm
素材：綿 100％
MADE IN JAPAN

NEW! 6月上旬発売予定 冬はあったか夏はさらさら通年便利なガーゼスリーパーです♪

目安サイズ ／ 0~3 才ぐらい 目安身長 ／ 100cm

通気性・肌触りに優れ
寝冷え防止にもなります♪
部屋着感覚でご使用にも

なれる便利なアイテムです！

プ
ラ
釦
付
な
の
で
、

お
む
つ
替
え
や

お
着
替
え
も
楽
々
♪

●ピンク ●ブルー

赤ちゃんが冷えてしまわないよう
お腹を優しくガード !

柄アップ



ストローはやわらかな素材♪
おくちに優しく飲みやすい形状で

ストロー飲みのトレーニングになります。

すり棒・すり鉢

仕切りプレート

プレート スープカップ 両手マグ

スプーン &
  　　　　　　フォーク

便利な
５点セット♪

果汁しぼり器

おろし器　＋フタ

便利な５点セット♪

2021 年 3 月作成

　AC-15アナノカフェ

AC. ストローマグ
￥1650【税抜：￥1500】

商品サイズ：120 × 70 × 115mm（容量：200ml)
パッケージサイズ：155 × 70 × 195mm
素材：フタ・本体→ポリプロピレン
　　　パッキン・ストロー→シリコーンゴム
MADE IN JAPAN

NEW! 3月上旬発売予定

AC. ベビー離乳食調理セット
￥1980【税抜：￥1800】

商品サイズ：140 × 100 × 75mm（容量：240ml)
パッケージサイズ：125 × 90 × 165mm
素材：おろし器・フタ→ AS樹脂
　　　果汁絞り器・すり鉢→ポリプロピレン
　　　すり鉢（足ゴム）→シリコーンゴム
　　　すり棒→天然木
MADE IN JAPAN

NEW! 3月中旬発売予定

AC. ベビー new食器セット
￥3630【税抜：￥3300】

サイズ：250 × 125 × 215mm
素材：本体→ポリプロピレン
　　　箱→紙・PET
MADE IN JAPAN

NEW! 3月上旬発売予定

●ピンク

●ブルー

●ブルー

OK
煮沸消毒

※ 食器洗浄乾機・電子レンジ不可

パッケージ

パッケージ

 ギフトにもピッタリ☆離乳食作りに最適の５点セット♪

ベビー食器がリニューアル！お食い初めのギフトにもおすすめです♪

セット内容



2021 年 3 月作成

　AC-16アナノカフェ

AC. コンパクト紙パックホルダー    　
　　　　　　¥517【税抜：￥470】（卸単位 3）
サイズ：105 × 50 ～ 75 × 87mm
素材：ポリプロピレン
MADE IN JAPAN

●ブルー

・紙パックサイズ
50 × 71mm 以下
まで対応可

伸縮前 伸縮後 背面

・矢印方向に引張ると
ホルダーの幅が
広がります

・折りたたみ式

522202 5426774

・口あたりが
優しい
やわらかい
ストロー

・すぐに開かない
ロック機能付のキャップ

保冷
●ブルー

AC. 軽量ストローステンボトル
¥3300【税抜：￥3000】

サイズ：120 × 70 × 155mm
パッケージサイズ：115 × 85 × 160mm
容量：240ml
素材：本体→ステンレス　底板→エラストマー樹脂
　　　キャップ・フタ・ハンドル→ポリプロピレン
　　　ストロー・飲み口・パッキン→シリコーンゴム
　　　MADE IN CHINA　　　　　　 品番：STWM3

※ 電子レンジ・食器洗浄機・煮沸消毒不可

522202 5475424➡➡

一個箱入

・携帯に便利な折り畳み
　ハンドル

●ピンク

●ブルー

AC. ベビーフードカッター
￥968【税抜：￥880】

サイズ：ケース→ 80 × 15 × 125mm
　　　　本体→ 65 × 8× 115mm
　　　　パッケージ→ 105 × 18 × 175mm
素材：ハサミ本体→ ABS 樹脂
　　　ハサミハンドル→エラストマー樹脂
　　　ケース→ポリプロピレン
MADE IN CHINA
※ 食器洗浄乾燥機不可

522202 5479484

522202 5479554

AC. ベビーお食事マット
￥792【税抜：￥720】（卸単位３）

サイズ：420 × 300mm
素材：ポリプロピレン
MADE IN JAPAN

●ホワイト

522202 5469104

●ピンク

522202 5469274※ 食器洗浄機不可／煮沸消毒不可

※ 食器洗浄機不可

AC. ベビーマッシャー＆スプーン
￥858【税抜：￥780 】

サイズ：ケース→ 185 × 45 × 25mm
　　　スプーン→ 180 × 30 × 20mm
素材：ケース・持ち手→ポリプロピレン
　　　スプーン→エラストマー樹脂
MADE IN CHINA

OK
煮沸消毒

●ブルー

赤ちゃんのお口にピッタリのスリムな形状のスプーン
反対側には食べ物をすり潰すのに便利なマッシャー付。
おでかけに便利なケース付♪



　AC-17アナノカフェ

2021 年 9 月作成

AC. べビーニャーピマスコット
￥1078【税抜：¥980】

サイズ：
ニャーピ→ 70 × 35 × 135mm
素材：ポリエステル 100％
MADE IN CHINA

AC. ニャーピタオルハンカチ
￥550【税抜：¥500】（卸単位：3）

サイズ：220 × 220mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

AC. ベビーニャーピギフトセット
￥3520【税抜：¥3200】

サイズ：220 × 180 × 60mm
内容：イエロー→マスコット / タオルハンカチ× 2
　　　スタイ
ピンク→マスコット /タオルハンカチ×２/スタイ
MADE IN JAPAN

●ニャーピ

●ホワイト

●マシュマロ ●カフェ

●ピンク

●イエロー

●イエロー

●イエロー ●ピンク

肌触りの優しい生地の

持ちやすいマスコット

522202 5499114 522202 5499354

522202 5499284

AC. ベビーハムスターマスコット
￥1100【税抜：¥1000】

サイズ：70 ～ 75 × 30 × 100 ～ 110mm
素材：ポリエステル 100%
MADE IN CHINA

NEW! 9月中旬発売予定

AC. ベビーニャーピスタイ
￥1078【税抜：¥980】

サイズ：220 × 280mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

●ホワイト

●レモン

柄アップ

マシュマロカフェ

新シリ ー ズ

新シリーズ♪ちいさくて可愛いハムスターです★

マシュマ
ロ カフェ

ふ
たりはとっても仲良し

♪

後ろ姿も可愛い♡

手触りはもちもちでやわらかく、
プラ鈴入りでリンリン♪音がします！
手の平サイズでかわいいハムスターマスコットですよ★

ブルーサファイアの
ジャンガリアンハムスター

スノーホワイトの

ニャーピシリーズ



　AC-18アナノカフェ

2021 年 9 月作成

AC.Connect キーチャーム
￥968【税抜：￥880 】

サイズ：25~30 × 130~135mm
素材：アクリル 100％
　　　金具→鉄
MADE IN JAPAN

ゆらゆら揺れる２連のかわいいアクリルキーチャームです♪

※本体は透明素材を使用しております

●ベア &マグ ●ベア &かご ●ベア &お花

●ラビット

●ベア

●ベア ●ミルクベア

●ラビット

●ラビット

●ミルクベア

●ネコ

金具部分を
外せば…

鍵やポーチに
分けて使えます♪

ナスカンなので、
色々な物に付けられます♪

AC. フォトポーチ
￥693【税抜：¥630】

サイズ：140 × 100mm　（底マチ：20mm)
素材：綿 100%（内側ビニールコーティング）
MADE IN JAPAN

NEW! 9月上旬発売予定

AC. コンパクトミラー
￥968【税抜：¥880】

サイズ：70 × 70 × 10mm
素材：鏡→ガラス　枠→スチール
　　　プリント部分→ポリオレフィン
MADE IN JAPAN

NEW! 9月上旬発売予定

●ミルクベア

等倍鏡と２倍鏡になっています。

メイク直しや身だしなみチェックに便利です♪

オリジナルベアたちの愛らしい写真を

使用したオトナかわいいミラーとポーチです。

自分用にもギフトにもおすすめですよ♪

手の
平サイズ♪

デイ
リーづかいの

小
物を
まとめるのに◎

おそろいで持って可愛い オトナかわいいコンパクトミラー&ポーチ♪

小
物を
まと るのに◎

裏 裏

裏



アナノカフェ AC-19

2021 年 3 月作成

バッグの中にしまいやすい！
クラッチタイプ

外側はコーティングされているので
汚れが染み込みにくい！

携帯おしり拭きと
紙おむつ

S サイズなら 5 枚
L サイズなら 4 枚

入ります！

母子手帳、おくすり手帳
医療証など

保険証、診察カードなど
（12 枚入ります）

ファスナーポケット１個

入院中などに小銭入れをしまうのに便利！
奥まで大きなポケットになっています。

縦と横に碁盤の目のように繊維を織り込んだ
生地「リップストップ」を使用しているので丈夫！

外側にポケット１つ付

●チャコールグレー

●チャコールグレー

●ライトグレー

●グレー

絵柄アップ

絵柄アップ

絵柄アップ
ほんわか、ひつじのイラスト

ほんわか、ひつじのイラスト

靴下にかくれんぼのイラスト

靴下にかくれんぼのイラスト
●グレー

●グレー

●ブラウンAC. ショッピングバッグ
￥1078【税抜：￥980】

サイズ：450 × 380mm（底マチ 170mm）
素材：ポリエステル
MADE IN CHINA

522202 5466684

522202 5466754

522202 5466824
●ブラウン

68

●グレーコンパクトに折り畳めます！

AC. ママーズポーチ
￥1078【税抜：￥980 】

サイズ：300 × 200mm
素材：綿 100％（ビニールコーティング）
MADE IN JAPAN

AC. 母子手帳ケース
￥1980【税抜：￥1800 】

サイズ：160 × 210mm
素材：綿 100％（ビニールコーティング）
MADE IN JAPAN

522202 5478324

522202 5478494

522202 5478564

522202 5478634

●チャコールグレー

絵柄アップ

おむつ交換に必要な
アイテムを

コンパクトに
持ち運べます！

手帳やカードをまとめて収納！


