
2 杯の引出がついており、
整理整頓も覚えさせられる
キッズたちのデスク。3 段階
高さ調整ができるので、体が
ちっちゃくても成長に応じて
がっしがし使えます。

ノスタ  ラージデスク
材質
注釈

カラー
パイン材 ( ウレタン樹脂塗装 )
他色、他サイズなし・高さ３段階調整

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥14,080

税込 ¥14,080
サイズ 幅84　奥行58　高さ40/43/46 (cm)

お子様がひょいと持てる軽さ。
「自分でやりたい」「自分でで
きる」の気持ちをサポートし
ます。高さは 2 段階調整。
カラーは全部で６色。

ノスタ  リトルチェア (1脚)

材質
注釈

カラー
パイン材 ( ウレタン樹脂塗装 )
対象年齢 18 ヶ月〜６歳頃・カラー全６色・高さ 2 段階調整

全６色

メーカー希望小売価格  ￥5,830

税込 ¥5,830
サイズ 幅34.7　奥行32.6　高さ47.8　座高 23/26 (cm)

子供が出し入れしやすい
絶妙な高さのブックラック。
上 3 段には絵本、
下段には本やおもちゃ、
通園カバンなども収納可能。
早く覚えさせたい整理術。

ノスタ  ブックラック
材質
注釈

カラー
パイン材 ( ウレタン樹脂塗装 )
他色、他サイズなし

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥20,900

税込 ¥20,900
サイズ 幅70　奥行35.5　高さ70 (cm)

デスクを転がすとテーブル
に、TV ボードに、本棚に、
ベンチに ...と様々な家具に
変形する高品質デスク。大人
になっても使える汎用性の高
さ。キッズデザイン賞受賞。

コロコロ チェア & デスク
材質
注釈

カラー
ヨーロッパビーチ材・カバ材 ( ラッカー塗装 )・Ｆ☆☆☆☆
アイボリー、ウォールナット色 ( 売価 ¥47,080) も有り・特許取得済み

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥45,980

税込 ¥45,980
サイズ [ デスク ] 幅66　奥行40　高さ52 (cm)



動物の引き手がかわいい、子育て収納

ランドキッズ チェスト
幅56.6　奥行39.5　高さ 74.3(cm)

カラー
材質

注釈

本体：プリント紙化粧繊維板 (F☆☆ )
引き手：ビーチ材 ( ラッカー塗装 )
他色、他サイズなし
天板耐荷重：15kg

ランドセル・文具・教科書・カバンを一括収納ランドセル + 衣服収納を1 箇所で！
ランドキッズ ランドセルラック (深型)ランドキッズ ランドセル・ハンガーラック

幅62.7　奥行39.3　高さ93.3 (cm)

WH

DK

NA

幅72.8　奥行29.3　高さ90 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ホワイト
プリント紙化粧繊維板 (F☆☆ )・
亜鉛合金(フック部)・ナイロン(キャスター)
NA・WH・DK の全３色

ナチュラル
プリント紙化粧繊維板 (F☆☆ )・
亜鉛合金 ( フック部 )・スチール ( パイプ部 )
他色、他サイズなし

税込 ¥ 17,500税込 ¥ 16,500税込 ¥ 19,200
メーカー希望小売価格  - Unknown-メーカー希望小売価格  - Unknown -メーカー希望小売価格  - Unknown -

在庫を持ち帰って組み立てられる場合は 税込¥1,000 お値引きします

組立家具
在庫を持ち帰って組み立てられる場合は 税込¥1,000 お値引きします

組立家具
在庫を持ち帰って組み立てられる場合は 税込¥1,000 お値引きします

組立家具

日本で企画された安心安全ベストセラー

すくすくチェアプラス テーブル付
幅53　奥行55.5　高さ80.5 (cm)

カラー
材質
注釈

対象年齢

ダークブラウン
ラバーウッド材 ( ウレタン樹脂塗装 )
全 6 色・スリムタイプも有り
耐荷重 60kg
腰が据わった 7ヶ月〜 60kg の大人まで

税込 ¥ 16,830
メーカー希望小売価格  ￥16,830

カラフルライン。パーツを外せば大人用にも。

アッフル  ベビーチェア
幅49.5　奥行59.2　高さ81 (cm)

カラー
材質
注釈
対象年齢

ハーブグリーン
ラバーウッド材 ( ウレタン樹脂塗装 )
全 6 色あり・耐荷重：70kg
腰が据わった 7ヶ月〜70kg の大人まで

税込 ¥ 20,680
メーカー希望小売価格  ￥20,680

変形させて生後 7 ヶ月〜大人まで使える !

チョイス ベビーチェア
幅48.3　奥行48.5　高さ83 (cm)

カラー
材質

注釈

本体：ナチュラル　座面：ホワイト
ヨーロッパビーチ材 ( ラッカー塗装 )

対象年齢：7 ヶ月〜大人
全７色・別売カバー有り・耐荷重 90kg

税込 ¥ 32,780
メーカー希望小売価格  ￥32,780

未使用時はたためる！

たためる ハイチェア
幅41.8　奥行63.1　高さ78 (cm)

カラー
材質

注釈

ナチュラル

対象年齢：7 ヶ月〜 5 才頃
ライトブラウン・ダークブラウン色も有り

税込 ¥ 12,980
メーカー希望小売価格  ￥12,980

https://msd-hl.com/up/pricecard/13_babykids/pop_sukusku_plus.jpg
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https://msd-hl.com/up/pricecard/13_babykids/pop_tatameru.jpg


親のベッドと高さを合わせて
赤ちゃんと安全に添い寝が
できるナイスなベッド。
キャスター付きでリビング等
への移動が可能。ベッド下は
収納になっています。

そいねーる+ムーブ  ベビーベッド
対象年齢：新生児 〜12 ヶ月以内

材質
注釈

カラー
フレーム：パイン材 (ラッカー塗装)　敷きマット：生地 / 綿　中綿 / ポリエステル
大人のベッド高さ 23 〜 65cm まで対応・ホワイト色有り・ロングタイプ有り

ナチュラル

メーカー希望小売価格  ￥25,300

税込 ¥25,300
サイズ 幅96.9　奥行51.5　高さ100 (cm)

おとなのベッドにも掛かるサイズ

そいねーる 掛け布団セット
[掛けふとん] 幅71　奥行87 (cm)

カラー
材質

注釈

ほしのしずく
[掛けふとん] 生地：綿 100%
中綿：ポリエステル 100%
柄は２パターン
防水シーツ・キルトパッド付セット

壁ぶつかり防止、冷暖房の風よけに

そいねーる ベッドガード
幅90　奥行50　高さ23 (cm)

カラー
材質

注釈

ひかりのしずく
綿 100%

柄は２パターン

税込 ¥ 9,350 税込 ¥ 5,060
メーカー希望小売価格  ￥9,350 メーカー希望小売価格  ￥5,060

体重80kgまでのお友達なら乗れます

Spoon me! ダイナソー
幅95　奥行29　高さ107 (cm)

カラー
材質

注釈

グレー
ファブリック・天然木・シリコンフィル
耐荷重 約 80kg
グリーン色も有り
ダイナソー / シカ / ゾウ/ サイの４種有り

税込 ¥ 23,100
メーカー希望小売価格  ￥23,100

カラー
材質

注釈

 ベージュ
ティピー用生地・収納バッグ：綿・ポリエステル　ポール A：木材　ポール B：

木材・PVC　固定ひも：ラテックス　固定バンド：ヤシ・ラテックス

他色、他サイズなし

シンプルな秘密基地

シンプルティピー
幅120　奥行120　高さ180 (cm)

税込 ¥ 9,889
メーカー希望小売価格  ￥9,889

子供が成長するごとに "木" も伸びる

ゲンキメーター 身長計ハンガー
幅50　奥行38　高さ168 (cm)

カラー
材質
注釈

ナチュラル
ヨーロッパビーチ材 ( ラッカー塗装 )
他色なし
子供の成長にあわせて伸張できるハンガー
身長計としての機能もあります

税込 ¥ 26,180
メーカー希望小売価格  ￥26,180

ヴィンテージ系家具との組み合わせにも

ポピー オーク無垢 キッズチェア
幅41　奥行41　高さ76　座高 50　肘高 70 (cm)

カラー
材質

注釈

WF-1
ホワイトオーク無垢材 ( オイル仕上げ )

他色、他サイズなし

税込 ¥ 31,900
メーカー希望小売価格  ￥31,900
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