


ZEN

ITEM 01:

禅画を思わせるグレイッシュカラーがコーディネートに
なじむ、シンプルなスタイです。素材から生産まで
Made in Japan のこだわり仕様。デリケートな赤ちゃ
んのお肌にもやさしい、炭と綿でできた高機能な新素材
「SUMISEN®」を使用しました。吸水速乾はもちろん、
炭の持つ消臭・抗菌作用も加わったワンランク上のシ
リーズ。お洗濯を繰り返しても、その効果が持続します。

Absorbent, deodorizing, and antibacterial, our Zen bibs are 
more than meets the eye.  Sourced and produced in Japan of 
high quality Sumisen fabrics,these bibs are made with cotton 
derived from natural carbon fiber, which is perfect for your 
baby’s delicate skin. The carbon fiber lasts wash after wash.  
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1. sakura
4. moku

　　boxed set of  3 / ¥9,600 + tax

5. yanagi 6. ruri
2. suzu 3. sumi

きらきらとしたグリッターが気分を盛り上げる、特別
な日に履きたいオックスフォードシューズ。デザイン
はもちろん、履かせやすさ・歩きやすさにもこだわり、
赤ちゃんの一歩をおしゃれにサポートします。靴ひも
はアジャスターのあるコードストッパー付きで、結ぶ
手間がなくほどける心配もありません。サイドゴアも
あって脱ぎ履きがしやすく、自分で履きたいというお
子さまにもおすすめの一足です。12.0、12.5、13.0cm
の３サイズ展開。

These sparkling oxfords are the perfect pair for any special 
occasion.  Comfortable enough for baby’s first steps and 
made with a simple adjustable stopper shoelace, these 
oxfords are easy to take on and off for your independent 
toddler (or mom and dad!). Sizes: 12.0, 12.5, 13.0cm 　　1 piece / ¥8,500 + tax

OXFORDS
ITEM 02:
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1. gold
2. silver

靴着用写真

1 2 3

4 5 6

　　1 piece / ¥3,200 + tax



取り外し可能な愛らしいポンポンが目をひく、３色展
開のベレー帽です。MARLMARLの得意なニュアンス
カラーで、お呼ばれにはもちろん日常着のアクセント
にも大活躍。ペーパーブレード素材で通気性がよく、
汗かきの赤ちゃんにも安心です。ベビー（50cm）、キッ
ズ（55cm）の２サイズをご用意。ゴム仕様のあごひも
と頭囲のアジャスター付きで、頭に合わせてサイズの
微調整が可能です。あごひもも取り外せるので、キッ
ズ用をママがかぶればおそろいスタイルに。帽子がすっ
ぽり入る巾着リュック付き。

Formal or informal our beret comes in 3 colors and is the 
perfect accessory for any outfit .  Multifunctional with a 
detachable pompom, adjustable head size and detachable 
chin straps (allow Mom to use the kids size to match her 
l ittle one). Can be made into a backpack for children to 
carry. Sizes: 50cm (baby), 55cm (kids)

成長にあわせて異なる着こなしが楽しめる、２WAY の
チュチュスカート。ベビーの時期はベアトップのワン
ピースとして着られます。幾重にも重なるチュールが
華やかで、パーティーシーンにもぴったり。３歳前後
になったら、取り外しできる肩ひものリボンをウエス
トに付け替えればふんわりキュートなチュールスカー
トに大変身。ガーリースタイルにはもちろん、カジュ
アルな Tシャツに合わせてもかわいいアイテムです。
姉妹で共有することもできる、人気の１サイズ２WAY
仕様。推奨年齢は１歳～６歳、１サイズ３色展開です。

With detachable shoulder straps, our 2-way tutu can be 
styled casually with a T-shirt or worn alone as a dress.  This 
is the perfect piece to grow with your baby girl or to be 
shared amongst sisters!  From a beautiful dress to a cute 
f l u f f y  s k i r t ,  t h i s  t u t u  i s  a  mus t  f o r  any  l i t t l e  g i r l .   
Recommended for 1-6 year olds.  Available in 3 beautiful 
colors. One Size.
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　　1 piece / for baby ¥4,500 + tax
　　　　　　  for kids  ¥4,800 + tax

1. sakura
2. ibuki
3. ruri

1

2

　　1 piece / ¥ 6,500 + tax 

1. sakura
2. suzu
3. ruri

BERET

TUTUITEM 04:

ITEM 03:
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女の子モデル写真
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国内外のさまざまなアーティストとのコラボレーショ
ンによる人気シリーズに、第４弾が登場！ 今回は、東
京をベースに活動するグラフィックデザイナー・
NECKTIE design office の千星氏とのコラボによる、
りんごをモチーフにしたポップなグラフィックのスタ
イとロンパースのセットです。オリジナルパッケージ
もかわいく、出産祝いなどのギフトにも。70cmのワン
サイズです。

Produced in  co l laborat ion  wi th  Tokyo based graph ic  
designer, Takeo Chiboshi of NECKTIE, this apple motif adds 
instant pop to your baby’s wardrobe.  Boxed set includes 
our signature bib and comfortable romper. Size: 70cm

ARTIST COLLABORATION

　 boxed set of 2 / ¥7,800 + tax
Artist Collaboration NECKTIE gif t set
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2017年３月９日、関東３店舗目のMARLMARL直営
店が横浜みなとみらい・マークイズ１F にオープン。
店内は、「theatre」（テアトル＝映画館）をイメー
ジしたワクワク空間！ フォトスペースには、ベビー
も乗れちゃう可動式の馬のオブジェが登場しました。
このオープンを記念し、横浜店オリジナルスタイを
数量限定販売。さらに、春には関西初の店舗となる
路面店が京都三条通りに、夏に名古屋、秋には大阪
にと出店予定が目白押し！ お近くにお越しの際は、
ぜひお立ち寄りください。

New Stores Opening!!
We are excited to announce the opening of FOUR new 
MARLMARL  s t o r e s  t h r oughou t  Japan .  Ou r  t h i r d  
MARLMARL  K a n t o  s h o p  o p e n e d  t h i s  M a r c h  i n  
Minatomirai Yokohama ( located on the f irst f loor of 
MARK IS).  With a playful theatre theme, photo space 
and moving horse for babies and children to ride our 
Yokohama shop is an exciting space to visit with your 
child. At our Yokohama store you will find our limited 
edition bibs.  Visit the Yokohama shop to get yours! Our 
Nagoya store is scheduled to open this summer! And we 
will be opening TWO Kansai shops.  We are excited to 
bring MARLMARL to Kyoto’s Sanjo Dori this Spring and 
to Osaka this coming Autumn.  We hope to see you in 
our new stores soon.

横浜店パース or 店舗写真

雨の日が待ち遠しくなっちゃう、選べるノベルティ
キャンペーンがスタートします！ 好評だったベ
ビー用オリジナルポンチョ型レインコートのグ
レー・新色のさくら色のいずれかお好きなアイテム
をプレゼント。5 月からは大人用折りたたみ傘も加
わります。MARLMARL ではおなじみのスラッシュ
ストライプ柄がキュート。

Free gift with purchase.  These beautiful accessories 
will have you looking forward to rainy days.  Choose 
from our original poncho in two colors OR our beautiful 
slash-stripe umbrella for adults.
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NEW

５月START
folding umbrella

NEW
raincoat

2017年3月9日
NEW OPEN !

MARLMARL
横浜みなとみらい店
・・・・・・・・・・・・・・・

NOVELTY

NEWS!


