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New CollectionNew CollectionNew Collection

Graphical typography blending the atmosphere of "now" with the contrasting material and 
design elements. Edgy yet functional, this bib catches spittle in all directions. Continue to 
use it as a high-fashion collar after the baby graduates from bibs. 

Made in Japan, these waffle towels have a cute tasseled hood and are made from a 
cotton/linen yarn blend which gets softer with every wash. Can grow up with the baby and 
be used as a baby swaddle, bath towel, and nap blanket. Stays in place with a snap button.
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1. "eat sleep cry" pink
2. "baby may be" pink
3. "meme" bordeaux
4. "eat sleep cry" green
5. "baby may be" blue
6. "meme" green

1 2 3
1 2 3

1 2 3

1 2 3

4 5 6

hooded towel

1. lavender
2. frosty grey
3. blue grey

「今」の空気をまとう、素材やデザインの相反する要素をハイブリッドした、グラフィ

カルなタイポグラフィーが特徴のコレクションです。エッジィでありながら、赤ちゃ

んがどこを向いていてもよだれをキャッチする機能性はそのまま。よだれかけを卒業 

しても付け襟として使えるデザインです。ファッション感度の高い人への贈り物にも。

ベビーからキッズまで長く使えるmade in Japanのワッフルタオルです。おくるみ

やバスタオル、お昼寝のタオルケットとしても、マルチに活躍。フード部分のタッ

セルがキュートなアクセントに。胸元のスナップボタンで子どもが動いても安心。

柔らかく、洗うほどに風合いの増す質感はコットンとリネンの糸をミックスするこ

とで実現しました。

Protect the baby from midwinter cold with this 3-way baby carrier cover, baby swaddle 
wrap, and stroller blanket. Down/feather blend offers excellent warmth and safety from 
rain and snow. Removable hood and comes with a carry bag.

baby cover

1. blue grey
2. frosty grey
3. charcoal

真冬の寒さから赤ちゃんを守る3WAY ベビーカバー。抱っこ紐カバー、おくるみ、

ベビーカーブランケットなど、赤ちゃんのいる生活に寄り添う多用途なアイテムで

す。フードは取り外し可能。ファスナーで開閉できるアームホールなど、赤ちゃん

の成長とともに使える機能性を追求。ダウン90%、フェザー10％と素材にもこだ

わり、暖かさも抜群。持ち運びに便利な収納袋付き。

Discover a new style with these long-sleeved dining aprons. The primitive knee-length 
design has a high waist and plenty of gather. Made of water-repellent linen with an airy 
texture, it’ s perfect for the dining scene. Simply snap it on with the back button. 

1. shell
2. apricot
3. navy

女の子の新しい魅力を“発見”できる、長袖のお食事エプロンです。プリミティブ

なデザインに、ハイウエストの切り替えとたっぷりギャザーを取り、空気を含んだ

ような質感も麻ならでは。生地全体に撥水加工を施し、ひざが隠れるデザインで

お食事シーンにぴったりです。背中のスナップボタンで着脱もノンストレス。

eureka

Minimalist underwear with minimal decoration. 3-D whole garment knit with 
MARLMARL’ s original organic yarn, the high-gauge knitted fabric is seamless, beautiful, 
and gentle on the baby’ s skin.Can be paired with bloomers and worn as outerwear. Made 
in Japan.  

MOY sleeveless

1. hakuji
2. rikyu
3. nibi-iro

装飾を極限まで削ぎ落とした、ミニマルな肌着。縫い目がなく、赤ちゃんへの肌あ

たりが優しい立体的なホールガーメントニットです。MARLMARLオリジナルのオー

ガニックコットンの糸を使ったハイゲージの編み地が美しく、ブルマと合わせて外

着としても。品質にこだわりのある方への贈り物におすすめのmade in Japan。

Primitive long-sleeved dining apron with long shirt design. Uniquely soft with chic coloring 
and a modern-looking drop shoulder. Snap on with a button behind the collar. 
Knee-length design and water-repellent fabric and makes meal time comfortable and 
worry-free.

1. sand
2. sage
3. navy

kardia
ロングシャツデザインのプリミティブな長袖お食事エプロンです。シックなカラー

リングとモダンな印象のドロップショルダーに、やわらかくもシャリ感のある麻な

らではの着心地も魅力。後ろ襟ぐりのスナップボタンで着脱もノンストレスです。

生地全体に撥水加工を施し、ひざが隠れるデザインで汚れを気にせずお食事を楽

しめます。
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[for baby]  80-90cm
[for kids]  100-110cm

[for baby]  80-90cm
[for kids]  100-110cm

sizes / 70cm,80cm



ブランド誕生から7 周年を迎えたMARLMARL。感謝の気持ちを込めて、サーカス

をイメージしたスペシャルなアイテムを作りました。特別感たっぷりのオリジナルボッ

クスに、人気アイテムのスタイとベビーサイズのお食事エプロン、ブルマとクラウン

を詰め込みました。限定デザインでお届けする選りすぐりのセットです。

MARLMARL celebrates its 7th Anniversary and we’re showing our gratitude with special 
circus-themed items. The original box is packed with plenty of special feelings and popular 
items including limited-edition dining apron, bloomers, and crown. 

7th limited boxfor girls

 for boys

CADO MARLMARL 二子玉川店

MARLMARL 博多阪急店
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1  博多阪急 7F
092-419-5772
10:00 - 20:00
※名入れ刺しゅう当日お渡し可

九州初出店！屋台の街・博多にちなんだ
「NOMAD（ノマド）」がコンセプトの店舗です。

MARLMARL 博多阪急店
OPEN
2019.072019

WINTER
OPEN

INFORMATION

CADO MARLMARL 二子玉川店  （カドー マールマール）
東京都世田谷区玉川 3-13-1 柳小路錦町 1F
※名入れ刺しゅう当日お渡し可

出産祝いやバースデーギフトに添えて「花」を贈る、
新しいコンセプトの店舗がOPENします。OPENを
記念した限定スタイを販売します。
6,000 円（税抜）以上お買い上げの方に、ノベルティ
をプレゼント。 

CADO MARLMARL 限定スタイ

10月3日 新商品登場 !
自分らしいスタイルを大切にする
大人の女性のためのブランドで
す。表情豊かな女性のライフスタ
イルに、幅広いシーンにマッチす
るアイテムをご提案します。

www.mato-by-marlmarl.com

福岡の人気コーヒーショップ『 NO COFFEE 』とコラボ。スタイ、長袖 Tシャツ、
レジャーシートをラインナップしました。
直営店舗、オンラインショップにて販売中

waltz

※数量限定、なくなり次第終了

waltz 1,2 web 限定
waltz 3,4 web、直営店で販売
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MARLMARLの定番人気アイテムが、冬の
おしゃれにぴったりの限定カラーで登場！
（11月発売予定）
また、ホリデーシーズンにMARLMARL
店頭でお買い物いただいたお客様には、
オーナメントをプレゼントします。

STAR WARS collection

12月公開予定の新作映画が話題の『STAR WARS』。スタイ3種からなるスペシャル
なコレクションです。11月発売予定（丸の内店のみ先行発売）。
直営店舗、オンラインショップにて販売予定

© & TM Lucasfilm Ltd.

新衣装が登場！
10月1日～11月30日　
年賀状キャンペーンを開催。
なお、11 月 1日からは１周年を記
念して、ノベルティをプレゼント
します。
※数量限定、なくなり次第終了

www.studio-marlmarl.com 

※数量限定、なくなり次第終了 ※数量限定、なくなり次第終了

※数量限定、なくなり次第終了
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