
FF14014001  アクティビティジム　ナチュラル ◎高さ60×幅95cm　13,500円
FF17013034  アクティビティトイ　ピンクタイガー ◎高さ27cm　6,700円
FF16023031  アクティビティトイ　ブルーラクーン ◎高さ27cm　6,700円
FF17013043  アクティビティトイ　ピンクモンキー ◎高さ27cm　4,800円
FF16023041  アクティビティトイ　ブルーモンキー ◎高さ27cm　4,800円
FF17016012  オルゴール　スワン ◎高さ２３cm　4,200円
FF17014001  ベビーサークル　ホワイト　 ◎直径96cm　8,900円
FF17014002  ベビーサークル　ブルー ◎直径96cm　8,900円
FF17014011  ベビーマット　ホワイト ◎直径96cm　8,900円
FF17014012  ベビーマット　ブルー ◎直径96cm　8,900円
FF16011010  ベビーマット　アニマル ◎高さ９８×幅９８cm　8,000円

Baby Interior
しっかりした厚みで、赤ちゃん
が快適に遊べるベビーマット。
アクティビティジムの下でも
お使いいただけます。

シャカシャカ音のなるお花や、
鼻が伸びるゾウなどの飾りが
楽しいベビーマット。

リング状のクッションは、
赤ちゃんが遊ぶための
居心地の良い空間を作
り出します。

白いお花や葉っぱはシャカシャカ
音がします。りんごはプラスチッ
クのミラー、ゾウとフクロウは音
が鳴ります。アクティビティジムや
ベビーカー、ベビーベッドなどに
取り付けることができます。

※ オーガニックコットンにアクリルコーティングをしている
ため、お手入れが簡単です。

Knitting doll

毎日つかうのがうれしくなる、やさしい肌ざわり。

FF14012011  オルゴール　タイガー  ◎高さ18cm　5,500円
FF10022061  オルゴール　ホワイトベア ◎高さ18cm　5,500円
FF10022062  オルゴール　ペンギン ◎高さ18cm　5,500円
FF15025011  ラトル　タイガー ◎高さ13cm　3,200円
FF10022051  ラトル　ホワイトベア　 ◎高さ12cm　3,200円
FF10022052  ラトル　ペンギン ◎高さ12cm　3,200円
FF15025001  ニッティングドール　ホワイトベア ◎高さ20cm　4,000円
FF15025002  ニッティングドール　ペンギン ◎高さ20cm　4,000円

アクティビティジムは3つの足で構
成されています。折りたたんだり
展開したり、持ち運ぶのも簡単で
す。おもちゃを吊り下げるための
穴が開けてあります。

こころをひきつける楽しい色使いは、木や花、青い空の色。

FF17013001  トイボックス　ピンクモンキー　 ◎直径21×高さ２３cm　4,200円
FF1701300２ トイボックス　ブルーモンキー　◎直径21×高さ２３cm　4,200円
FF17012002  オーガニックビブ　スワン　◎高さ30×幅23cm　2,700円
FF15027013  オーガニックビブ　ドッグ　 ◎高さ30×幅23cm　2,700円
FF15012001  オーガニックビブ　モンキー　ブルー　◎高さ30×幅23cm　2,700円
FF15012004  オーガニックビブ　モンキー　カーキ　◎高さ30×幅23cm　2,700円
FF17017002  おしゃぶりホルダー　ブルータイガー　 ◎長さ22cm　2,300円
FF15022005  おしゃぶりホルダー　ラクーン　◎長さ22cm　2,300円
FF15022006  おしゃぶりホルダー　タイガー　◎長さ22cm　2,300円
FF17012101    オーガニックスモック　グレーボーダー 

 ◎着丈48×身幅40×袖丈36cm　◎2~5歳用（９０〜１００cm）　4,000円
FF17012102   オーガニックスモック　ピンク 

◎着丈48×身幅40×袖丈36cm　◎2~5歳用（９０〜１００cm）　4,000円

Daily goods

FF10022030   ベビーカーチェーン　スノーアニマル 
◎長さ38cm　5,500円

FF15013121   ベビーカーチェーン　バード 
◎長さ38cm　5,500円

FF15013142  プルトイ　フォックス　◎長さ23cm　4,800円
FF15013141  プルトイ　タイガー　 ◎長さ23cm　4,800円
FF15013151  プルトイ　バードファミリー　◎長さ27cm　7,500円

ニット素材のオルゴール。 
どうぶつたちの首もとにある 
モチーフを引っぱると曲が流れます。
曲は「シューベルトの子守唄」
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FF16019031  オーガニックブランケット　グレー　
FF16019033   オーガニックブランケット　ピンク　

◎高さ100×幅70cm　8,900円
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コットン製のオルゴール。 
お花を引っぱると曲が流れます。 
アクティビティジム等にも取り付け可。
曲は「シューベルトの子守唄」
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フランク＆フィッシャーの主役は個性的などうぶつたち。
いたずらなサルの「フレデリック」、ひとなつこいトラの「イエペ」、 
わがままなアライグマの「カヤ」、おませなキツネの「ミリー」。
泣き虫、おてんば、甘えん坊・・・使う子どもたちにどこか似ている。
子ども時代の大切なお友達になれそうです。

デンマークからお届けする 
やさしくてユニークなベビー＆キッズアイテム
フランク＆フィッシャーは、デザイナーのアンヌマリー・フランクとエコノミストのシャー
ロット・フィッシャーによって、2005年、デンマークのコペンハーゲンに誕生しました。

「こどものためのデザイン―心をこめたものづくり」をコンセプトに、オーガニックコットン
を使ったベビー＆キッズのためのアイテムをつくりだしています。
フランク＆フィッシャーの個性的なアイテムは、アンヌマリーがデザインしています。
ファッションデザイナーとしてキャリアを積んだアンヌマリーは、おもちゃのデザインと出
会い、シャーロットと共にフランク＆フィッシャーを立ち上げました。お絵かきや工作を楽
しんだ子ども時代の経験と母親ならではの視点から生まれる子どものための商品は、やさ
しさと楽しさ、そして落ち着いた雰囲気をあわせ持っています。

FF16023021  ソフトトイ　スリム　モンキー ◎高さ２0cm　2,800円
FF16023022  ソフトトイ　スリム　タイガー ◎高さ２0cm　2,800円
FF16023023  ソフトトイ　スリム　ラクーン ◎高さ２0cm　2,800円
FF16023024  ソフトトイ　スリム　フォックス ◎高さ２0cm　2,800円
FF15024003  ソフトトイ　タイガー ◎高さ32cm　5,800円
FF15024004  ソフトトイ　ラクーン ◎高さ32cm　5,800円
FF17018001  ソフトトイ　モンキー ◎高さ32cm　5,800円
FF13011013  ドール　ベッド ◎長さ32×幅23cm　4,000円
FF13011011  ドール　チェア ◎高さ19×幅12×奥行12cm　2,000円
FF13011012  ドール　テーブル ◎直径17×高さ12cm　2,000円
FF13012030   ドール　ピロー＆キルト 

◎キルト高さ27×幅27、ピロー長さ13cm　1,650円
FF12014010  ドール　スリング ◎高さ42×幅29cm　4,000円

Friendly animals

フランク＆フィッシャー独自のマークです。
「GOTS認証」

※
を受けた生地を使用してい

る商品に表示してあります。

※GOTS認証／オーガニックのコットンな
どの原料から「環境的・社会的に配慮した方
法で製品をつくるための国際基準」です。

CEマーク／EU加盟国の基準を満たす商品
につけられるマークです。おもちゃに関す
る安全基準（EN71）では、形状や誤飲・耐火
性・塗料などの厳しい検査が行われ、それら
をクリアした商品にのみCEマークが認定さ
れます。

FSC認証／社会的・経済的・環境的に、持続
可能な管理がなされている森林から伐採さ
れた木材を使用しています。

日本総代理店
株式会社おもちゃ箱　〒145-0076 東京都大田区田園調布南26-12
お客様相談室：03-3759-3479　www.omochabako.co.jp

※パッケージ、ラベルは変更する場合があります。
※本カタログの価格は全て税抜表示となっております。

オーガニックコットンを使った
ベビー＆キッズ コレクション

フランク&フィッシャー

シャーロット・フィッシャー

アンヌマリー・フランク

◎労働環境への配慮
布おもちゃはスリランカ、インテリア製品はイン
ド、ニッティングドールは中国北部で1つ1つ手作
りされています。スリランカとインドの取引先業者
はGOTSとSEDEXの認証を受けた高いレベルの
労働条件を実現しています。また中国では子ども
を祖父母に預けて都会に出稼ぎにいくことが問題
視されていますが、フランク＆フィッシャーの仕事
を請け負うことにより、地元に残り家族から離れる
ことなく、融通が利く仕事と安定した収入を得るこ
とが出来ます。このようにフランク＆フィッシャー
は製品をアジア諸国で製造するうえで、現地の生
産者に質の良い労働を保証しています。

フランク＆フィッシャーは、製品の安全性だけでなく、 
繊維産業が抱える環境汚染問題や労働環境問題に向き合った、
ものづくりをおこなっています。

◎製品の安全性
すべての製品はヨーロッパの安全基準（CEマーク）に準じて
おり、お子さまが使用するうえで安全であることを保証して
います。布製品にはGOTS認証を受けたオーガニックコット
ンを使用しています。また製品の質を保つため、取引先業者
への定期訪問を行い、密接で親密な関係を築いています。
◎環境への配慮
製品にはオーガニックコットンなど、環境に配慮した素材を
使用しています。例えば、人形の詰め物にはコーンファイ
バーまたはリサイクルポリエステルを使用しています。コー
ンファイバーはトウモロコシを原料にした繊維で、最終的に
は水と二酸化炭素に分解される環境に優しい素材です。リ
サイクルポリエステルはプラスチックボトルから製造され有
害物質を含みません。また木製品の一部には森林の環境保
全に配慮した、FSC認証の木材を使用しています。
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フランク＆フィッシャーからのメッセージ

日本とデンマークの文化の間には強い結びつきが
あります。日本人は、品質とデザインにおいて、私た
ちと同じ審美眼を持っていると思っています。デン
マークの現在のスタイルは、20世紀初頭に活躍し
た多くの有名な家具作家や建築家に起源がありま
す。当社の製品はすべてこの伝統から生まれ、どの
製品も注意深くデザインされ、丁寧に作られていま
す。私たちは、日本のお客様が、当社のデザインと
品質を好きになってくださることを、心から願って
います。


