
Rub-a-dub-dub

Three men in a tub

And who do you think they be?

The butcher, 

The baker,

The candlestick maker,

Turn them out, knaves, all three.

(Mather Goose Rhymes 1700s—)

やあ！元気？友達同士の挨拶は心をポカポカと暖めてくれます。
イヌ ･ ブタ ･ サル ･ ウサギ ･ ゾウ・カエル etc……
RUB  A  DUB  DUB シリーズでは、さまざまな動物たちがにぎやかに登場します。
ちょっぴりとんがり目のいたずら好きなキッズは個性派揃い。
気の良い仲間たちが生活雑貨、ジュニア、ベビーグッズなどで活躍しています。

RUB  A  DUB  DUB（どんぶらこっこ　すっこっこ）というネーミングは、イギリスやアメリカで何世
紀にもわたり伝承されてきた童謡、マザーグースの一篇の詩から選んでつけました。
RUB  A  DUB （太鼓をたたく音、ドンドコドン）の DUB の繰り返しですが、音と文字の繰り返しがリ
ズミカルで面白く、この唄も１８世紀ごろのものですが、当時の英国で流行った韻を踏んで少し
ブラックユーモアを織り交ぜる手法も、「センスよくスパイスのきいた可愛さ」というこのブランドの
コンセプトと合っています。

1996 年秋、陶器類からスタートし、以来ベビー ･ ジュニアアイテムにも向くキャラクターに変えて今
日に至っておりますが、洗練された明るい色彩とユーモアのセンスは変わることなく、当初からの
ファンは勿論、新たな購買層へと拡大し続けています。

これからも、お客様からの御支持を大切に、次の世代へと伝承され愛され続けられるよう、
安心してお使いいただける製品をお届けしていきたいと思います。

作者紹介

堀内 慶子
KEICO HORIUCHI

イラストレーター。
美大卒業後、ステーショナリーメーカーに就職。
4 年後にフリーランスになり、数々の仕事を手がける。

出版物
「Hello Baby」
「Goods for Happy Birthday」

　　（株式会社   ジー・シー） 
「いぬくん どこへいくのかな？」
「うさちゃんのいちにち」
「はいったぴょん !」

　　（株式会社  学習研究社）
が好評発売中です。
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2007 年 8 月作成



R. ベビーガラガラ
￥627【税抜：￥570 】

サイズ：85 × 125mm
素材：本体→ポリエステル／リング→ ABS 樹脂
MADE IN CHINA

ベ
ビ
ー
カ
ー
で
の
お
散
歩
や

お
や
つ
の
時
間
に
ぴ
っ
た
り
で
す
★

522202 5061054

522202 5060994

●ウサギ

●ピンク ●ブルー

●ゾウ

ラブアダブダブ R-2

2021 年 9 月作成

湯上げに抜群な
吸水性・通気性！

●ピンク

●ピンク ●ブルー

522202 3067744

R. ベビー湯上がりガーゼ
￥2420【税抜：￥2200 】

サイズ：1160 × 600mm
素材：綿 100％
MADE IN JAPAN

R. ベビー制服スタイ
￥1870【税抜：￥1700】

サイズ：190 × 160mm
素材：綿 100％　一部綿ポリエステル混紡
MADE IN JAPAN

NEW! 9 月上旬発売予定

R. ベビーマクラ
￥1078【税抜：￥980】

サイズ：250 × 200mm　厚み：30mm
素材：綿 50％ポリエステル 50％
MADE IN JAPAN

対象年齢 ／ 0 ～ 12 ヶ月

肌触りの良いパイル地を

使用しており、

3センチの厚さは赤ちゃんの

頭や首を自然にキープ

できます♪

ア
ップリケ刺

繍
付

ちょっとオシャレ、
ちょっとクスッと

するような…
周りが見ていても

なごめる
スタイです♪

赤ちゃんが制服を着ているようなたのしい制服スタイ♪

襟・リボン付

ア
ップリケ付

！



R. ベビーギフトセット B
￥3080【税抜：￥2800】

サイズ：220 × 180 × 60mm
内容：ガラガラ・マクラ・抗菌スタイ
MADE IN JAPAN

出産祝いに
喜ばれる

3 点セット！

＊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。

522202 5186894

522202 5186964

●ピンク

●ブルー

R. おやつケース
￥748【税抜：￥680】（卸単位：3）

サイズ：67 × 66 × 128mm
素材：ポリプロピレン
MADE IN JAPAN

背面 ボーロが
取り出せる小窓付！

細長タイプのお菓子が
約 2 枚入ります

バッグやベビーカーに
取り付けられるリング付 ! 522202 3065454

●ピンク

ラブアダブダブ R-3

2021 年 11 月作成



R. ベビートイスタイ
￥1430【税抜：¥1300】

サイズ：190 × 190mm
素材：本体→綿 100%
　　　アップリケ→ポリエステル 100％     
MADE IN JAPAN

< 押し笛入り！ >

●ピンク

●ブルー

522202 5223104

522202 5223274

●ピンク ●ブルー

ラブアダブダブ R-4

2021 年 6 月作成

●ピンク

●ブルーR. ベビー抗菌スタイ
￥1430【税抜：¥1300】

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

NEW! 6 月上旬発売予定

R. ベビー身長計タオル
￥2640【税抜：¥2400】

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

今治で作られた綿 100％タオルなので、

吸水性がバツグン！

濡れた体を素早く優しく拭き取ってくれます♪

522202 3091954 522202 3092014

赤ちゃんも安心♪抗菌素材を使用したスタイです

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！

抗アレルゲン・抗ウイルス・抗菌・防臭
ウイルスを 99％以上防御します

表はガーゼ・裏はふんわりパイル



●ピンク ●ブルー

●レッド

522202 3081814

522202 3081984

●ブルー

R. ベビーかたつむりんマスコット
￥1078【税抜：￥980 】

サイズ：100 × 40 × 100mm
素材：綿 100％
MADE IN JAPAN

R. ベビーかたつむりんラトル
￥1078【税抜：￥980 】

サイズ：60 × 60 × 180mm
素材：綿 100％
MADE IN JAPAN

伸ばした
ところ面テープで

着脱カンタン！

●レッド

522202 3074124

●ブルー

522202 3074294

●レッド

●ブルー

522202 3074434伸ばした
ところ ●レッド

ゆらすと
リンリン優しい音色♪

手首につけてゆれると
リンリン優しい音色♪

ラブアダブダブ R-5

2021 年 4 月作成

R. ベビーくるまスタイ
￥1760【税抜：￥1600】

サイズ：210 × 140mm
素材：本体→綿 100％
　　　アップリケ→ポリエステル 100%
MADE IN JAPAN

R. ベビーお食事スタイ２枚セット
￥1320【税抜：¥1200】

サイズ：商品サイズ→ 250 × 340mm
　　　　（ポケットの深さ→ 90mm)
　　　　パッケージサイズ→ 260 × 210mm
素材：EVA 樹脂
MADE IN CHINA

NEW! 4 月上旬発売予定

対象年齢 ／～ 3 歳

便利なお食事スタイの 2枚セット♪

裏側についているポケットを

表側にひっくり返して使用！

立体的なポケットになり、

食べこぼしをキャッチ♪

食べこぼし・

飲みこぼしをしても

水をはじく素材なので

服が汚れにくい！



●カエル

●カエル

●ウサギ
522202 3078494

522202 3078564

飲み口が斜めで
頭を後ろに傾けなくても
飲み物が口に入ります！

指にやさしい
ソフトリング３個付き 補助リングを外しながら

３段階で無理なくステップアップできます

① ② ③

パッケージ

パッケージ

ラブアダブダブ R-7

2018 年７月作成

R. トレーニングマグ
￥638【税抜：￥580】

サイズ：123 × 75 × 73mm　容量：200ml
　　　　パッケージ→ 110 × 80 × 73mm
素材：ポリプロピレン
MADE IN JAPAN

R. トレーニング箸
￥1408【税抜：￥1280】

サイズ：45 × 43 × 170mm（ハシの長さ 140mm）
　　　　パッケージ→ 80 × 43 × 230mm
素材：箸、カバー→ ABS 樹脂
　　　リング→シリコーンゴム
MADE IN CHINA

522202 3078324

両手でしっかりと
持てます

１歳頃からコップで
上手に飲めるように

トレーニングできます

正しい持ち方で
箸を使えるよう

トレーニングできます

※煮沸消毒不可

※食器洗浄機不可・煮沸消毒不可

食器
洗浄機
OK

対象年齢 ／２～７歳　右手用



● カエル ● ネコ

スナップボタンで
着脱カンタン！

吸水性の良い
タオル生地

ベビーまんまる シリーズ !

● カエル

522202 3075804

522202 3076274 522202 3076344

● ネコ

R. ベビー bib!スタイ
￥1078【税抜：￥980 】

サイズ：200 × 280mm
素材：綿 100％
MADE IN JAPAN

R. 巾着M
￥638【税抜：￥580 】（卸単位３）

サイズ：200 × 250mm
素材：綿 100％
MADE IN JAPAN

2020 年 11 月作成

ラブアダブダブ R-8

●ゾウ

●ウサギ

タオルハンカチをクリップではさんでスタイに！
ベビーカーのブランケット留めとしても使えて外出時に便利です♪

R. ベビーまんまるタオルクリップ
¥1320【税抜：￥1200 】

サイズ：ウサギ→ 40 × 15 ×
　　　　( クリップ～クリップの長さ )360mm
　　　　ゾウ→ 60 × 15 ×
　　　　( クリップ～クリップの長さ )360mm
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

R. ベビーまんまるラトル
￥1078【税抜：￥980 】

サイズ：ウサギ→ 180 × 25 × 80mm
　　　　ゾウ→ 180 × 25 × 60mm
素材：ポリエステル 100%
MADE IN CHINA

自分でおもちゃをにぎれ
ない赤ちゃんも手首や足首
に付けて遊べます！

522202 30897 64



●カエル

522202 3083274

●クリームウサギ

522202 3083344 522202 3083414

●ピンクウサギ

＊W100 × H60mm程の子供用ティシュサイズが入ります。

通常価格２本当たり ¥9460【税抜 :¥8600】です。

ラブアダブダブ R-10

2020 年 11 月作成

R. ループ付アップリケタオル
￥649【税抜：￥590】（卸単位５）

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

R. フェイスティシュケース
￥968【税抜：￥880】

サイズ：110 × 140mm　
素材：ポリエステル
MADE IN CHINA 

●スポーツ

R. 軽量２WAYステンレスボトル
２柄セット導入で￥3300【税抜：￥3000】
サイズ：76 φ× 245mm　容量：600ml
パッケージ：90 × 90 × 255mm
素材：コップ・中栓→ポリプロピレン
　　　本体→ステンレス／パッキン→シリコーンゴム
　　　底板→エラストマー
MADE IN CHINA  　　

●音符

522202 3063234

522202 3063304

ネームプレート付
ショルダーベルト付

ダイレクト飲み
＆

コップ飲み

R. ストローボトル
￥1650【税抜：￥1500】

サイズ：92 × 79 φ× 176mm　容量：400ml
素材：フタ・本体・ボタン→ポリプロピレン
　　　飲み口・パッキン・ストロー→シリコーンゴム
　　　キャップ→ PET ／バネ・ピン→ステンレス
MADE IN JAPAN

※食器洗浄機不可

保冷 保温

品番：STGC6

●ウサギ
●カエル

超おトクな２本セットのご案内です♪



R. おしぼりケース
￥638【税抜：￥580】（卸単位２）

サイズ：ケース→ 61 × 50 × 108mm
　　　　おしぼり→ 280 × 340mm
パッケージ：120 × 50 × 110mm
素材：フタ・本体→ポリプロピレン
　　　おしぼり→綿 100％
MADE IN JAPAN

ラブアダブダブ R-12

2019 年 9 月作成

油汚れが
落ちやすい
フッ素加工

便利な
中仕切り付き！

○お子様に使いやすい取手付きのスライド式

●ピンク

●ブルー

●カエル

ランチシリーズ

R. ハシ＆スライドケース
￥528【税抜：￥480】（卸単位２）

サイズ：197 × 27 × 16mm（ハシの長さ：165mm）
素材：本体→ポリプロピレン
　　　フタ・ハシ→ AS樹脂
MADE IN JAPAN

3 ～５歳のお子様に
ちょうどよいサイズ

522202 3079244

●カエル

●カエル

522202 3079864

522202 3080204

R. ランチ巾着
￥858【税抜：￥780】（卸単位３）

サイズ：280 × 160mm（底マチ 120mm）
素材：綿 100％
MADE IN JAPAN

R. ランチクロス
￥528【税抜：￥480】（卸単位３）

サイズ：480 × 480mm
素材：綿 100％
MADE IN JAPAN

ハシ先に滑り止め加工

R. アルミランチ
￥1980【税抜：￥1800】（卸単位２）

サイズ：140 × 97 × 40mm　容量：350ml
素材：アルミニウム
本体・フタ内側→フッ素加工
フタ外側→ウレタンコーティング
内仕切り→アルマイト加工
MADE IN JAPAN

●ブルー

※食器洗浄機不可

おしぼりは
吸水性の
良い綿素材！

便利な
持ち手付き！

ランチボックスと
ハシケース、トリオセットを
一緒に持ち歩けます

※電子レンジ不可・オーブン不可・食器洗浄機不可

名前が書ける
スペース付き
ベルト

●カエル

522202 3080064



R. ミニクリアタンブラー
￥506【税抜：￥460】

サイズ：74 φ× 75mm　容量 :190ml
素材：メタクリル樹脂
MADE IN CHINA

R. 軽量茶碗
￥968【税抜：￥880】

サイズ：102 φ× 55mm　容量 :210ml
素材：陶磁器

NEW! ３月上旬発売予定

R. 汁椀
￥748【税抜：￥680】

サイズ：106 φ× 58mm　容量 :300ml
素材：ポリプロピレン

R. 軽量ボウル
￥968【税抜：￥880】

サイズ：122 φ× 44mm　容量 :260ml
素材：陶磁器

R. プレート
￥968【税抜：￥880】

サイズ：160 φ× 30mm　
素材：陶磁器

ラブアダブダブ R-14

2019 年 3 月作成

の食器で楽しいお食事タイム

※電子レンジ不可・オーブン不可
　食器洗浄機不可

R. メラミンミニタンブラー
 ￥528【税抜：￥480】

サイズ：74 φ× 76mm  容量：170ml

R. メラミンミニボウル
￥528【税抜： ￥480】

サイズ：116 φ× 50mm  容量：280ml
素材：メラミン樹脂
MADE IN CHINA

522202 3074744

●カエル

●カエル

522202 3075044

●ウサギ

●カエル

※電子レンジ不可・オーブン不可
　食器洗浄機不可

ふんわり軽い●ウサギ

●ウサギ

●カエル

●カエル

●ウサギ

●カエル

●カエル

ふんわり軽い

ALL MADE IN JAPAN

陶磁器を割れないよう大切に使う事で

物を大切にする心を培います。



ラブアダブダブ R-16

2020 年 12 月作成

R. ミニタンバリン

  ¥418【税抜：￥380 】（卸単位５）

サイズ：100 φ× 25mm
素材：ポリプロピレン（シンバル→鉄）
MADE IN JAPAN

522202 5135544

●イエロー

522202 5135614

●ピンク

522202 3057224

●ピンク

●ブルー

裏

裏

裏

●イエロー

522202 3057154

●ブルー

522202 3060644

○水洗いができて衛生的 !
○唾が入っても錆びない特殊なリード

○正常音階配列で楽しく学べる

R. ハーモニカ
￥968【税抜：￥880】

サイズ：145 × 40 × 28mm
素材：スチロール樹脂
MADE IN JAPAN

522202 3094164



ラブアダブダブ R-18

2020 年 3 月作成

ミニカップ

ラウンドボウル

●アイボリー

●アイボリー

●グレー

●グレー

R. ミニカップ
¥770【税抜：￥700】

サイズ：80 φ× 70mm　容量 :230ml
素材：PET・ABS 樹脂

NEW! ４月中旬発売予定

R. ラウンドボウル
¥880【税抜：￥800】

サイズ：140 φ× 34mm　容量 :300ml
素材：PET・ABS 樹脂

R. ラウンドプレート
¥1430【税抜：￥1300】

サイズ：219 φ× 26mm
素材：PET・ABS 樹脂

R. ポリエステル巾着M
¥748【税抜：￥680】（卸単位 3）

サイズ：190 × 230mm　( 底マチ：70mm）
素材：ポリエステル
MADE IN CHINA

R. ポリエステル巾着 L
¥1078【税抜：￥980】

サイズ：250 × 300mm　( 底マチ：70mm）
素材：ポリエステル
MADE IN CHINA

NEW! ４月中旬発売予定

ALL MADE IN JAPAN

ホワイトとブルーのコントラストが美しい、漆器プレートシリーズです。

シワになりにくく耐久性も良いポリエステル生地の巾着です♪

手のひらサイズで使いやすいミニカップです。

大人にもお子様にもちょうど良いサイズ感。

様々な用途にお使い頂けます。

フチのある大きめのラウンドプレートは、

メインディッシュを盛ってみたり、ケーキを

取り分けたり…など幅広いお食事シーンで

お使い頂けます。

丸いフォルムと手のひらに収まる可愛らしいボウルです。

フルーツを盛ったり、サラダ等の取り分け皿にも便利です。

ラウンドプレート

滑らかな手触りで可愛い！ 3アイテム合わせて食卓でぜひお使いください♪

バッグ内整理に便利な

●旅行中のバックやママバッグ内の整理に

●おむつやおもちゃ等の仕分けに

●濡れても乾きやすいのでお子様の習い事

の着替え入れにも便利！

●旅行や習い事の衣類入れにも重宝します

サイズ

サイズ

M

L旅行や習い事にもピッタリ！

522202 3092564

522202 3092944

522202 3092634

522202 3092874



ラブアダブダブ R-19

2020 年 11 月作成

大容量タイプ

NEW! 11 月上旬発売予定

ティッシュが横に
２つ入る広いマチ！

ベルトで留めて
コンパクト収納 !

持ち歩きに便利！
ベルトで留めれば

コンパクトに折り畳めます

R. マルシェバッグ
￥935【税抜：￥850】（卸単位：3）

サイズ：280 × 500mm（底マチ 140mm）
素材：ポリエステル
MADE IN CHINA

R. エコバッグ L
￥1650【税抜：￥1500】

サイズ：620 × 400mm（底マチ 240mm）
素材：ポリエステル
MADE IN CHINA

● 1. アイボリー

● 1. アイボリー

● 1. アイボリー

522202 3019154

● 2. ストロベリーピンク

● 2. ストロベリーピンク

522202 3019224

● 3. グレー

● 3. グレー

522202 3019394

● 5. ネイビー

522202 3019534

● 8. ブルー

522202 3019844

R. ポケット付エコバッグDX
￥858【税抜：￥780】（卸単位：3）

サイズ：450 × 340mm（底マチ 180mm）
素材：ポリエステル
MADE IN CHINA

ベ
ルクロで飛び出し

防
止

！

エコバッグ L

ポケット付
エコバッグDX

マルシェバッグ

● 5. ネイビー ● 8. ブルー ●10.コーヒー

マルシェバッグマルシェバッグ
NEW!

新
色
の
「
10.
コ
ー
ヒ
ー
」
は

大
人
っ
ぽ
い
シ
ッ
ク
な
カ
ラ
ー
で
す
♪

こう見えて大きなマチも付いている便利なバッグ♪
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●ホワイト

●ホワイト

●イエロー

●イエロー

R. ランチボックス
￥1078【税抜：￥980】（卸単位２）

サイズ：148 × 123 × 51mm　容量：360ml
素材：フタ→ AS樹脂
　　　本体・中子→ポリプロピレン
　　　止め具→ ABS 樹脂
　　　パッキン→シリコーンゴム
MADE IN JAPAN

R. トリオセット
￥1320【税抜：￥1200】（卸単位２）

サイズ：206 × 82 × 17mm( ハシの長さ：165mm）
　　　　（スプーン・フォークの長さ：130mm）
素材：本体・持ち手→ ABS 樹脂
　　　フタ・ハシ→ AS樹脂
　　　中皿→ポリプロピレン
　　　金物→ステンレス鋼　　　
MADE IN JAPAN

軽くて持ち運びしやすい !

ハシ先に滑り止め加工

便利な中子
２個付

○フタを外して電子レンジOK
○止め具を外して、
　フタをかぶせたまま保温庫OK

開けやすい
大きめの止め具！

●レッド

●ピンク

●ブルー

●レッド

スプーン

フォーク

RC. スプーン
￥429【税抜：￥390】（卸単位３）

サイズ：33 × 15 × 140mm
RC. フォーク

￥429【税抜：￥390】（卸単位３）

サイズ：28 × 15 × 140mm
素材：ABS 樹脂（耐熱）
MADE IN JAPAN

522202 3047704

522202 3047944

RC. ランチョンマット
￥429【税抜：￥390】（卸単位５）

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

●レッド

522202 3051354

少し透明感のある生地です。

NEW! 5 月中旬発売予定

R. エコバッグ
￥1078【税抜：￥980】

サイズ：430 × 390mm（底マチ 80mm）
素材：ポリエステル
MADE IN CHINA

ナチュラルなイラストでシンプルなエコバッグです☆

高さがありたっぷり
大容量！

持ち手が長く、太めで
肩にかけやすい！

使い終わったらベルトで
コンパクトに収納

できます♪
ナ
チ
ュ
ラ

ルで
シンプル

な
柄
♪


