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left:
カーディガンプレッション ¥26,400 
ワンピース ¥15,400 

ニットキャップ ¥6,600 *

ソックス ¥1,980 

シューズ ¥19,800 

right:
ブルゾン ¥28,600 

Tシャツ ¥7,150 

パンツ ¥15,400 

シューズ ¥19,800 



ブルゾン ¥15,400 

フォトプリントTシャツ ¥11,000 

パンツ ¥12,100 *

キャップ ¥6,380 

シューズ ¥19,800



ブルゾン ¥17,600 

ワンピース ¥15,400 

Tシャツ ¥7,700 

ポシェット ¥5,720 

ソックス ¥1,980

シューズ ¥10,780 
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マルチケース ¥1,980 

ポシェット ¥5,720 

マザーズバッグ ¥19,800 

スウェット ¥10,450

Tシャツ ¥7,700 

パンツ ¥11,000

ソックス ¥1,650



<LAYETTE>

カバーオール ¥14,300

ニットキャップ ¥4,950  

ミトン ¥4,950 

ソックス ¥1,650



ブルゾン ¥35,200  

パンツ ¥13,200

マフラー ¥7,150 *

シューズ ¥19,800



カーディガンプレッション ¥17,600 *

Tシャツ ¥8,250  

ブラウス ¥13,750

スカート ¥8,800 

タイツ ¥4,400 *



<LAYETTE>

カーディガンプレッション ¥14,300 *

Tシャツ ¥7,700  

スカート ¥7,700 *

ソックス ¥2,090

シューズ（ルコックスポルティフ） ¥8,250



ジャケット ¥22,000 *

プルオーバー ¥18,700 * 

パンツ ¥16,500 *

ベレー帽 ¥7,700  

シューズ ¥19,800
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left:
<LAYETTE>

カーディガンプレッション ¥11,000 

Tシャツ ¥6,600

ブルマー ¥9,350

タイツ ¥4,400 *

right:
カーディガン ¥16,500 

ワンピース ¥17,600 

ベレー帽 ¥7,700 

ソックス ¥1,870 

シューズ ¥19,800 



ブルゾン ¥14,300 

Tシャツ ¥7,150  

パンツ ¥13,200 

ベレー帽 ¥7,700 

ポシェット ¥7,700  

シューズ ¥19,800
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red:<ENFANT>
マフラー ¥6,600 

ネックウォーマー ¥4,950 

ニットキャップ ¥5,500 

グローブ ¥5,500 

gray:<LAYETTE>
トイ（トラセリア） ¥8,250

マフラー ¥6,050 

ニットキャップ ¥4,950 

ミトン ¥4,950

right:
コート ¥19,800  

カーディガンプレッション ¥12,100  

スカート ¥12,100 

ソックス ¥2,200

シューズ（スプリングコート） ¥10,450 

left:
ワンピース ¥16,500 

Tシャツ ¥7,700 *

ニットキャップ ¥5,500 

ポシェット ¥5,500

タイツ ¥4,400 * 

シューズ ¥10,780 
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カーディガンプレッション ¥12,100 
Tシャツ ¥7,700 * 

パンツ ¥11,000 *

ニットキャップ ¥5,500 

タイツ ¥4,400 *

トートバッグ ¥3,300 *

<LAYETTE>

スウェット ¥14,300 *

パンツ ¥5,500 *

ニットキャップ ¥4,950 



カーディガンプレッション ¥14,300 
フォトプリントワンピース ¥17,600 

Tシャツ ¥7,150  

ベレー帽 ¥7,700 

タイツ ¥4,400 *

シューズ ¥19,800 



left:
シャツ ¥14,300 

Tシャツ ¥8,250 *

パンツ ¥10,450 

ソックス ¥1,650 

シューズ（スプリングコート） ¥10,450 

right:
スウェット ¥12,100  

ワンピース ¥16,500 

ソックス ¥1,540

シューズ ¥10,780 



ブルゾン ¥28,600 

ワンピース ¥16,500  

ベレー帽 ¥7,700 

ソックス ¥1,540 

サンダル ¥16,500 



<ENFANT>

カーディガンプレッション ¥17,600 

ワンピース ¥17,600

ベレー帽 ¥7,700 

ソックス ¥1,540

シューズ（スプリングコート） ¥10,450 

<LAYETTE>

カーディガンプレッション ¥15,400 

ワンピース ¥13,200 

ブラウス ¥8,250 *

ソックス ¥2,090 



left:
カーディガンプレッション ¥12,100  

ワンピース ¥22,000 *

Tシャツ ¥7,150

ベレー帽 ¥7,700 

タイツ ¥4,400 * 

right:
<LAYETTE>

ワンピース ¥17,600 *

Tシャツ ¥6,600

ソックス ¥1,650 

トイ（トラセリア） ¥8,250



カーディガンプレッション ¥12,100 /each

<LAYETTE>

カーディガンプレッション ¥11,000 /each
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コート ¥41,800 

ワンピース ¥18,700  

ブラウス ¥13,200 

ベレー帽 ¥7,700 

ソックス ¥1,980  

シューズ ¥19,800 
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left:
ブルゾン ¥33,000 

ワンピース ¥14,300 *

マフラー ¥6,600 

タイツ ¥4,400 *

シューズ ¥10,780  

right:
ブルゾン ¥24,200 

スウェット ¥12,100 * 



back cover:
left: 
ワンピース ¥15,400  

right: 
Tシャツ ¥8,250 * 

青山 03-3797-6830

新宿伊勢丹 03-3341-3864

新宿小田急 03-5323-6050

池袋西武 03-3985-2100

銀座 Rue du Jour 03-3535-8660

玉川髙島屋 03-3708-1701

立川伊勢丹 042-526-7071

横浜そごう 045-453-5450

東急たまプラーザ 045-903-2038

千葉そごう 043-245-8090

静岡伊勢丹 054-221-1500

札幌大丸 011-211-6715

仙台藤崎 022-224-1930

名古屋三越 052-252-1287

京都大丸 075-212-1454

京都伊勢丹 075-352-5467

うめだ阪急 06-6313-9623

心斎橋大丸 06-4704-1750

神戸大丸 078-954-5100

西宮阪急 0798-62-7517

岡山天満屋 086-231-3456

広島そごう 082-512-7627

いよてつ髙島屋 089-997-7420

福岡岩田屋 092-741-1950

熊本鶴屋 096-356-6070

大分トキハ 097-534-5536

鹿児島山形屋 099-227-6964

・商品の入荷状況につきましては、ショップまでお問い合わせください。・記載されている商品のデザイン・
仕様・価格（2021 年 8 月現在 ）は、改良等の理由により予告なく変更される場合がございます。・一部
商品につきましては、売り切れる場合や都合により生産が打ち切られる場合がございます。・掲載の商品
写真は、実際の商品と多少色合いが異なる場合がございます。・店舗により、一部お取り扱いのない商品
もございます。・掲載の写真、イラスト、文章等について、無断転載・加工はお断りいたします。・表示価格
はすべて税込価格となります。・価格に含まれている * は、予定価格となります。

アニエスベージャパン株式会社　東京都港区六本木 1-8-7 MFPR 六本木麻布台ビル

「ヌー レ アニエスベー」は、イベントやアニエスベーアンファン
の新商品発売など、家族でアニエスベーを楽しめる様々な
ご案内を予定しています。アニエスベーメンバーシップに
ご登録されておりお子様の情報もご入力いただけた方が
ご対象になります。ぜひご参加ください。

アニエスベーアンファンのオフィシャルインスタグラムページが
始まりました。ぜひフォローをして、アニエスベーの子供やベビー
の世界をお楽しみください。

photographer : Isao Hashinoki [nomadica]
stylist : Rina Taruyama
hair & make up : Taeko Kusaba
art direction : Yuki Kuroda [SNOWBLINK] 

instagram.com/agnesb_enfant

facebook.com/agnesb.enfant.jp


