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子どもの健やかな成長に「あそび」を通して貢献することを目指し、教育玩具・遊具の輸入・開発・販売とあ

そび場づくりを行う株式会社ボーネルンド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中西弘子）は、フランス

ママから大きな支持を受ける老舗ベビー用品メーカー「ムーラン・ロティ」社から、秋冬シーズンの子ども服

16 種を、9 月下旬から、ボーネルンドショップ 2 店舗（六本木ヒルズ店、札幌大通り）とオンラインショップに

て発売します。 

あそび道具を手がける絵本作家がデザインするこだわりの子ども服が登場！                   

フランスのママから高い支持を受けるムーラン・ロティ社。ママのニーズに応えた実用性とデザイン性を備え

たベビー用品を提案するブランドです。ベビー用品やあそび道具だけでなく、シーズンごとにテーマに沿った

デザインのベビー服・子ども服を発表しています。フランス女性の審美眼にかなうよう、あそび道具を手がけ

るデザイナーが、テーマに合わせた色調やモチーフを選び、生地のデザインを描き、ボタンや袖ぐりなどの

ディテールにまでこだわってつくられています。 

2021年秋冬コレクションのテーマは「Pomme des Bois （りんごの木という意味）」。森の中に住む動物や色

づく葉っぱをモチーフにした深みのある色合いの子ども服です。当社で昨年より販売を開始したベビー用品

「Le Voyage d’Olga」（オルガ親子の空の旅）シリーズも手がけた、絵本作家のELODIE
エ ロ デ ィ ｰ
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ク ー ド レ イ

が、こ

のシリーズのために、色鉛筆やスタンプを使って、物語を紡ぎ出すように生み出されたデザインです。 

ボーネルンドでは、コロナ禍でも子育てが楽しくなるよう、子どもの感性や想像

力をかきたて、大人も心躍るデザインの子ども服も紹介したいという思いから、

今回の秋冬コレクション子ども服より、コートやニットカーディガン、ワンピース

など 16種（各 2サイズ）を限定店舗とオンラインショップで発売します。 

本コレクションは、統一した世界観でデザインされており、コレクション内で上下

を自由に組み合わせてコーディネートが楽しめます。ベーシックな中にも、フォ

ルムや柄、素材感までこだわったアイテムが揃っています。 

また、子どもが肌に触れるものだからこそ素材にもこだわり、生産に携わる人

や環境にも配慮した、人と地球に優しい世界最高水準の繊維の安全証明「エコ

テックス®認証」の生地を採用しています。ストレッチ性があり、動きやすく、寒

い冬も外で元気に遊ぶ子どもにぴったりです。 

新商品発表 

あそび道具を手がける絵本作家がデザイン 

ムーラン・ロティ社の 2021秋冬コレクション 子ども服 16種が登場 

9月下旬より、限定店舗とオンラインショップで販売開始 



 ムーラン・ロティ社 「2021秋冬コレクション子ども服」 商品概要                         

   

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMMANUEL コーデュロイ・コ

ート 

・対象：2歳頃 / 3歳頃 

・価格：16,500円（税込） 

・原産国：ポルトガル 

・材質:表地 綿 100％ 

裏地 綿 95％、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 5% 

ELLIETTE キルティング・コ

ート 

・対象：2歳頃 / 3歳頃 

・価格：17,600円（税込） 

・原産国：ポルトガル 

・材質:表地 綿 97％ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 3% 

裏地 綿 95％、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 5% 

中綿 ポリエステル 100％ 

EOLE りんごのフードパーカ

ー 

・対象：2歳頃 / 3歳頃 

・価格：5,280円（税込） 

・原産国：ポルトガル 

・材質: 綿 100％ 

 

ELISE フラワープリント・ブ

ルゾン 

・対象：2歳頃 / 3歳頃 

・価格：9,790円（税込） 

・原産国：ポルトガル 

・材質:表地 綿97％、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ3% 

裏地 綿 95％、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 5% 

EPICE ニット・カーディガン 

・対象：2歳頃 / 3歳頃 

・価格：7,480円（税込） 

・原産国：トルコ 

・材質: 綿 25%・レーヨン 25%・ 

ナイロン 25%・ウール 22%・ 

カシミヤ 3% 

 

EDDIE カーリー・スウェット

プルオーバー 

・対象：１歳頃 / １歳半頃 

・価格：6,490円（税込） 

・原産国：ポルトガル 

・材質:表地 ポリエステル 100％ 

裏地 綿 100% 

ELIOTT スウェット・プル

オーバー 

・対象：2歳頃 / 3歳頃 

・価格：5,390円（税込） 

・原産国：ポルトガル 

・材質:綿 100％ 

EDONIS ローズマリー柄 ロン

グ Tシャツ 

・対象：2歳頃 / 3歳頃 

・価格：4,290円（税込） 

・原産国：ポルトガル 

・材質:綿 95％、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 5% 

ENZO りんご柄シャツ セージ

グリーン 

・対象：2歳頃 / 3歳頃 

・価格：5,390円（税込） 

・原産国：ポルトガル 

・材質: 綿 95％ 

ポリウレタン 5％ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【サイズ目安】 

参考年齢  体重    身長  

1歳     9-10㎏  74㎝  

1歳半   11㎏    81㎝  

2歳     12㎏     86㎝  

3歳     14㎏     94㎝  

 

【販売店舗】 

・ボーネルンド 六本木ヒルズ店 

・ボーネルンド 札幌大通り店 

・ボーネルド オンラインショップ 

 

【発売時期】 

・9月下旬～ 

ESTELLE ペプラム・プルオー

バー 

・対象：2歳頃 / 3歳頃 

・価格：5,390円（税込） 

・原産国：ポルトガル 

・材質: 綿 95％、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 5% 

EMMA オータム・リーフ  ワン

ピース 

・対象：2歳頃 / 3歳頃 

・価格：7,480円（税込） 

・原産国：ポルトガル 

・材質: 綿 95％、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 5% 

ELODIE コーデュロイ・フラワ

ーワンピース 

・対象：2歳頃 / 3歳頃 

・価格：12,100円（税込） 

・原産国：ポルトガル 

・材質: 綿 97％、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 3% 

ELTON カーリー・スウェット

パンツ 

・対象：1歳頃 / 1歳半頃 

・価格：5,390円（税込） 

・原産国：ポルトガル 

・材質:表地 ポリエステル 100％ 

裏地 綿 100％ 

ENNIO りんご柄パンツ セー

ジグリーン 

・対象：2歳頃 / 3歳頃 

・価格：4,180円（税込） 

・原産国：ポルトガル 

・材質: 綿 95％ 

ポリウレタン 5％ 

 

EMERAUDE りんご柄ソックス 

・対象：1歳半～2歳頃/ 2～3歳頃 

・価格：1,980円（税込） 

・原産国：フランス 

・材質: 綿 69%・ナイロン 29%・ 

ポリウレタン 2% 

 

ERZA リブニットタイツ 

・対象：1歳半～2歳頃/ 2～3歳頃 

・価格：3,300円（税込） 

・原産国：フランス 

・材質: 綿 77%・ナイロン 20%・ 

ポリウレタン 3% 

 



秋冬の子ども服をデザインした絵本作家が手がけたムーラン・ロティ社のベビーギフトシリーズ紹介      

「Le Voyage d’Olga」（オルガ親子の空の旅） シリーズ 

スウェーデンの児童文学「ニルスの不思議な旅」にインスピレーションを

受けてデザインされています。仲間に助けられながら 成長していく主人

公のように、はじめての子育てを「旅」になぞらえ、「一人で頑張りすぎな

いで」と、ママにエールを贈るコンセプトです。触れているとママもほっと

一息つける手触りのぬいぐるみをはじめ、機能的で生まれてすぐの赤ち

ゃんから使えるラトルやオルゴール、プレイマット、スリーパー、ボール遊

具などがラインナップ。 

2020年 5月、日本発売以降、赤ちゃんにもママにも喜ばれる出産ギフト

として幅広い年代の方から支持されています。 

■特集WEBサイト：https://ec.bornelund.co.jp/shop/pages/campaign_moulinroty_olga.aspx 

 

 

 

 

 

 

【 ボーネルンドについて 】 

ボーネルンドは、あそびを通して子どもの健やかな成長に寄与するため 1981 年に設立し、一貫して“あそびの道
具と環境”を提供する事業を展開。一般家庭へ向け、子どもの成長に必要な生活道具としての“あそび道具”を提
案、全国 68 ヶ所で店舗を展開しています。同時に幼稚園や保育園、公園などに高品質な大型遊具や教育道具
の提供を含めたあそび環境の開発を行っており、現在までに手掛けた実績は国内約 3 万 5 千ヶ所まで拡大して
います。また、2004 年からは、子どもが遊ぶ機会を増やすために、親子一緒に様々なあそびを体験できる屋内
あそび場「キドキド」事業をスタートし、現在では全国 17 ヶ所、年間約 200万人、さらに「キドキド」のノウハウを取
り入れた地方行政の屋内あそび場を含めると全国約 50 ヶ所、年間 350万人以上の親子が訪れています。 

 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 
 

株式会社ボーネルンド 広報部  担当：西山、村上 

℡：03-5785-0860、080-5901-3591 

e-mail：public-relations@bornelund.co.jp 

 

【一般の方のお問い合わせ先（ご掲載用）】 
 

株式会社ボーネルンド 

℡：0120-358-518（月〜金 10:00〜17:00） 

 

ムーラン・ロティ社 ： 1960年代末創業。フランスではママの約 70％が支持する、最も信

頼されている老舗ベビー用品ブランドです。創業以来継承されてきた、熟練のデザイナー

によって生み出される商品は、「出産祝いなら『ムーラン・ロティ』」と言われるほど人々に

浸透しています。また、ほとんどの商品が洗濯可能で、ぬいぐるみなどは二重の縫製を施

しているため、安心して赤ちゃんの好奇心の赴くままに使用いただけます。「自分らしいデ

ザインを選び取りたい」というフランス人女性の美意識を持たすために、毎年異なる色づ

かいや世界観のデザインシリーズを発表しています。 

https://ec.bornelund.co.jp/shop/pages/campaign_moulinroty_olga.aspx
mailto:public-relations@bornelund.co.jp

