


1. navy 2. sage 3. laurel

1. magnolia 2. peony 3. navy

bouquet
カラーリングを一新した、ドレスライクなお食事エプロン。やわらかな手触りの撥水生
地は水分や汚れに強く、お洋服を守ります。ブーケをイメージしたカラーに、garçonと
お揃いのnavyが加わりました。

This cute dining apron comes in bouquet-inspired colors. Made with high-functioning 
stain resistant and water repellent fabric, it is perfect for formal and special occasions.

｛ for baby ｝80 — 90cm   ｛ for kids ｝100 — 110cm

garçon
色展開をリニューアル、ギャルソンボーイをイメージしたお食事エプロンです。食べこ
ぼしをカバーする着丈で、水分や汚れに強くやわらかい撥水生地を採用しました。パ
ーティーなどのフォーマルシーンにもぴったりです。

Like a handsome little waiter, this stain resistant and water repellent dining apron is perfect for 
formal and special occasions. Navy pairs with the bouquet dining apron.

｛ for baby ｝80 — 90cm   ｛ for kids ｝100 — 110cm
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７月１日から始まるレジ袋有料化に向け、ゴミ減量の取組みの一環としてBUCKET BACKPACK
（2wayエコリュック）をお買い上げいただいたお客様に、オリジナルタッパーをプレゼント！

Novelty Present

www.mato-by-marlmarl.com

※数量限定、なくなり次第終了

７月にノベルティアイテムが登場！　期間中にご
来店・お買い上げいただいたお客様に、日頃
の感謝の気持ちを込めてプレゼントします。

1st anniversary
MARLMARL博多阪急店

Online Shop 限定アイテム

MATO by MARLMARL

※数量限定、なくなり次第終了

3rd anniversary
横浜・京都・名古屋・大阪ルクア+Online 

New arrival

Online Shopとオープンから３周年を迎える４
店舗から、ピーナッツとコラボした各店オリジ
ナルのスタイ（全５色)が登場！　抽選でオリジ
ナルグッズが当たるキャンペーンも実施します。
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自分たちらしいスタイルを大切にする家族の
ためのユニセックスブランドです。軽さを追
求した「AIR｣シリーズほか、幅広いシーンに
マッチするアイテムをご提案します。
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2020.07.10 Debut

横浜

京都

Online Shop

名古屋

大阪 ルクア
イーレ

3rd anniversary limited bib

Peanuts™ × MARLMARL

POP-UP SHOP
CADO MARLMARL  玉川髙島屋S・C

七五三 前撮りキャンペーン
STUDIO MARLMARL

www.studio-marlmarl.com

www.marlmarl.com
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「あとから刺しゅうサービス」
直営各店舗でスタート！

赤ちゃんの名前が決まっていないから…と名入
れ刺しゅうを諦めていた方に朗報です。お手
持ちのスタイを直営店舗にお持ちください。

｢花のあるギフト｣がテーマのコンセプトショップ
CADO MARLMARLが、母の日に合わせて
POP-UP SHOPをオープンします。MARLMARL
の世界観で花とギフトをトータルコーディネート
しませんか。
玉川髙島屋 S・C 南館 1Fプラザ口
open10:00～21:00 

大好評ピーナッツコラボ第４弾が全店舗で今年もスタート！
まあるいスタイから飛び出すキャラクターたちがアイコニックな３色展開です。

※数量限定、なくなり次第終了

期間中、和装プランで撮影いただいた先着
100名様に、現金10,000円を撮影当日に店
頭でキャッシュバック！

2020.06 Release

白を基調とした軽やかな素材のベビーサイズの
ドレスとシャツをOnline Shop限定で発売予
定です。ぜひお楽しみに！

名入れ刺しゅう 各 ¥400 + tax

special thanks : SMOOTHY, AWABEES, TITLES, barbie, My House RENTAL

期間内に、上記玉川高島屋 S・C 、CADO MARLMARL 二子玉川店または MATO Online 
Shopで、母の日ギフトにMATO商品を10,000円以上お買い上げいただいたお客様に、CADO 
MARLMARL限定で販売している、“残せるお花 < fake flower pick ＞” を１本プレゼントいた
します。

母の日ギフトキャンペーン

※数量限定、なくなり次第終了



1. plain greige 2. graph white 3. fringe border

1. shiro 2. neri 3. rikyu

cardigan ASA 
０̶４歳頃まで長く使える、軽い綿麻素材の日本製カーディガン。ベビー期は袖をまく
り、成長したらジャストで着用します。デオドラント加工を施した縫い目のないホール
ガーメント製法で肌あたりよく、夏の冷房対策にも最適。

Made in Japan, this light cotton linen cardigan grows with the child. Roll-up the sleeves to 
�t babies. Seamless and deodorant, it feels great on skin and is ideal for summers.

0 — 4 years

leaves 
元気な男の子にもぴったりの、ポケット付きショーツです。リネンやコットン、チェッ
クやボーダーなど異なる表情のデザインのなかから選ぶ楽しみも。さらりとした素材
で通気性がよく、おむつが透けない裏地付きです。ウエストはサイズ調整可能です。

Cotton and linen shorts with pockets, lining, and an adjustable waist perfect for energetic 
boys. Comes in a variety of designs and skin-friendly fabrics provide great ventilation.

70 — 80 cm

1. hoshi sakura 2. hoshi seiji

sleeper
10mois（ディモワ）とコラボした、極上の手触りの国産ガーゼスリーパーです。寝返
りしてもお腹をガードし、寝冷えを防止。６重のガーゼが空気を含み、夏は汗を吸収
しさらさらに。冬は空気を含んであたたかです。

Made in Japan with 10mois, this gauze sleeper keeps baby’s stomach warm even if they turn 
over at night. Six layers of gauze for airy comfort, it wicks away sweat and holds warmth.

0 — 3 years



1. earl grey

6. citron5. blue moon4. pistachio

3. blueberry2. �g

meringue
メレンゲのような肌触り、リバーシブル仕様が二度おいしいコットンパイル生地のスタイ。
表はフレーバーが香るようなニュアンスカラー、裏は繊細な淡色。表と裏との表情の違
いが、一年を通してコーディネートの幅を広げます。 

Soft like meringue, this reversible cotton pile bib changes with the seasons. The contrasting 
colors coordinate with a wide variety of out�ts worn throughout the year.





3. reef seagrass2. reef terracotta1. reef shell

6. gull seagrass5. gull terracotta4. gull ocean

swimwear 
夏の日差しに映えるUVガード素材の長袖スイムウェア。ワンピース型は股スナップ
でお着替えやおむつ替えがスムーズ。上下セパレートのラッシュガードはユニセック
スデザインです。共通カラーもあり、兄弟姉妹お揃いのコーディネートも。

Long-sleeved swimwear with UV guard material. Onesie has easy-change snaps at the legs. 
Unisex rash guard and trunks can be worn separately. Two matching colors coordinate perfectly. 

｛ for baby ｝80cm   ｛ for kids ｝100cm



2. beige_kids1. blue_kids

1. blue_baby 2. beige_baby

2. coral1. marine

basket 
イギリスのブランド『seat threads』に別注した、子どもにちょうどいいサイズ感
のバスケット。タッセルとロゴ刺繍が気分を盛りあげます。海やプールにとどまらず、
夏のお出かけに活躍すること間違いなしのアイテム。

Collaboration with bespoke British brand "seat threads", this basket is just the right size for 
children. Adorned with tassels and embroidery, it is useful for any summer outing.

IZIPIZI  sunglasses 
アイウェアブランド『IZIPIZI PARIS』のベビー・キッズ用サングラス。デリケート
な子どもの目を紫外線から守る、UV99.9%カットの仕様です。ベビーサイズはど
ちらもMARLMARL限定色で、ずり落ち防止の取り外しできるストラップが付属。

These sunglasses from eyewear brand "IZIPIZI PARIS" cut 99.9% of UV rays. O�ered in kids 
and baby sizes. Baby size stays on with a removable strap (included).

｛ for baby ｝12 — 36 months   ｛ for kids ｝3 — 10 years




