


MANTELLA ECOPELLICCIA 
Disponibile 0 – 5 anni

Cappotto – Mantella in morbida e calda 
eco-pelliccia di castorino con interno in raso 
pesante tono su tono.
Disponibile nei colori fuxia e cipria
Tg 0/6 1 2 3 4 5 anni

柔らかく、あったかいエコファーのマント。

内側はしっかり目のサテン生地がそれぞれ表の生地のトーンに

合わせてあてられているのが、さりげなくオシャレ。

デイリー使いにぴったりな、動きやすくて暖かい、

そしてキュートなマントです。

MANTELLINE

La Mantellina è il nuovo modo di
concepire il cappotto, dalle linee
morbide e divertenti.
Non ha le maniche, avvolge e non
costringe, regalando uno stile unico e
diverso dei soliti giubbetti. Amiamo
giocare con i tessuti, i colori e gli
accessori per realizzare capi artigianali
di manifattura eccellente.
Disponibile da 0 a 5 anni.

私たちはマントをコートの新しい形として提案します。

それは柔らかくて、楽しいラインナップ。

袖がないので、体を包んでくれるけど拘束しないという点は、

これまでのジャケットと全く違ったスタイル。

私たちは素材、色、アクセサリーで遊び心を持ちながら

服を作ることが大好きで、だからこそ職人の手仕事が光る

洋服が生まれると思っています。

Mantelline
ジュリア・マンテリーネの小さなマントについて

フェイクファーマント



MANTELLA ECOPELLICCIA 
Disponibile 0 – 5 anni

Variante cipria

MANTELLINA CAPPUCCETTO ROSSO
Disponibile da 0 a 5 anni 

La Mantellina Cappuccetto Rosso è un
Must have di ogni stagione
Abbiamo rivisitato il nostro capo di punta
realizzando la mantella con il caldo
piumino rosso di gr 180 idrorepellente,
finemente trapuntato a cuori di color
bianco con cappuccio, taschine con ruches
e un enoreme fiocco rosso sul collo.
Si abbottona sul davanti e sui lati con
automatici a pressione per garantire più
calore.

Disponibile anche in bluette Fata Turchina
Tg 0/6 1 2 3 4 5 anni

典型的なダウンジャケットの再定義として生まれたこのマント。

可愛らしいフォルムは、袖に縛られるのが嫌いなお子さんにも

ぴったりです。

ポリエステル100%の表生地は撥水加工がされているので元気に

動き回っても心配なし。

繊細にステッチされたハート、大きな大きな首元のリボン、

ポケットには可愛らしいギャザーの飾り...

どこをとっても愛らしいこのマントです。

青はピノッキオを目覚めさせたブルーフェアリー、

赤は赤ずきんちゃんのイメージ。

フェイクファーマント

ハートのダウンマント



MANTELLINA CAPPUCCETTO ROSSO E FATA 
TURCHINA 

Disponibile da 0 a 5 anni 
ハートのダウンマント



MANTELLINA BIANCANEVE
Disponibile da 0 a 5 anni 

MANTELLINA BIANCANEVE
Disponibile da 0 a 5 anni 

Mantellina in lana 100% e pelliccia di
morbido orsetto interno, ha due cuori
enormi come tasche profilate con ricamo in
nero e i due graziosi fiocchi in raso
completano questa mantellina deliziosa.

Elegante e romantica la mantellina è
perfetta per la cerimonia invernale
Taglie disponibili 0/6 1 2 3 4 5 anni

100％ウールの白雪姫マント。

内側はテディベアのようなモコモコ生地。

ハートのポケットと大きな黒いサテンリボンが

このマントの愛らしさを一層引き立てています。

エレガントでロマンティックなこちらは

冬のおすましお出かけにぴったり。

白雪姫マント



Maglia in jersey bielastico
con manica lunga con bottoncini a
cuore automatici in chiusura sul
retro.
Scritta Amore Mio ricamata in
color rosso
Disponibile 3 – 5 anni
Tg 3/6 6/12 12/18 18/24 24/36
4/5

MAGLIA AMORE MIO
Disponibile da 3 mesi a 5 anni 

コットン100%の伸縮性抜群の生地を使用しています。

”Amore Mio"(My Love)と胸元に刺繍。

イタリアの人は、本当によく大事な人に"Amore"と

呼びかけますが、こんな風に胸元に書いてあると

愛しさもひとしおですね。

後ろには、ハート型のボタンが♡

アモーレミオ シャツ



GONNA SOFI TULLE A 3 
BALZE 

Disponibile da 3 mesi  a 5 anni

Gonna in tulle seta vaporosa e 
ampia, da vera principessa.
Caratterizzata da 3 balze 
voluminose e cinta elasticizzata 
che si adatta perfettamente al 
pancino.

Disponibile in 4 varianti: a cuori, 
a stelle, rosa multicolor e rosso 
Taglie 3/6 1 2 3 4/5 anni

ピンクのグラデーションが愛らしいチュールスカート。

ウエスト部分はゴムになっているので、

お腹に完璧にフィットします。

ちょっとしたおめかしの日に、

プリンチペッサ（お姫様）気分をどうぞ！

チュールスカートソフィ ピンクグラデーション



GONNA SOFI TULLE 
Disponibile da 0 a 5 anni 

Tg 3/6  1 2 3 4/5 ANNI 純白のチュールに、ウエスト部分のピンクの

アクセントが絶妙におしゃれなポイント。

ウエスト部分はゴムになっているので、

お腹に完璧にフィットします。

ちょっとしたおめかしの日に、

プリンチペッサ（お姫様）気分をどうぞ！

GONNA SOFI TULLE
Disponibile da 0 a 5 anni 

Tg 3/6  1 2 3 4/5 ANNI 

ハートが飛び跳ねるチュールスカート。

ウエスト部分はゴムになっているので、お腹に完璧にフィットします。

溢れるハート柄で、これを着て歩くだけで、ご機嫌な気分になっちゃいそうですね。

チュールスカートソフィ
ピンクグラデーション

チュールスカートソフィ
ビアンコ

チュールスカートソフィ
ハート



MAGLIA FARFALLA MANICA VOLUME 
Disponibile da 3 mesi  a 3 anni

Taglie da 3/6 6/12 12/18 18/24 24/36 mesi

MAGLIA FARFALLA MANICA 
VOLUME 

Disponibile da 3 mesi  a 3 anni

Maglia a maniche lunghe in calda 
viscosa di cotone, la caratteristica 
sono le sue ruches voluminose di raso 
brillante sulla manica, come ali di 
farfalla.
Chiusura con bottoni sulla schiena.

Disponibile nella variante cipria, rossa, 
bluette e bianco.
Taglie da 3/6 6/12 12/18 18/24 24/36  
mesi

肩の大きなフリルがFARFALLA(蝶々)の羽のように

羽ばたきそうな長袖シャツ。

暖かいビスコースとコットンのミックス生地です。

背中に隠しボタンが付いています。

シリーズのリボンスカートや、フリルパンツ、

大きなリボンのヘアバンドと合わせたら

もうその可愛さは無限ですね。

FARFALLA シャツ

FARFALLA シャツ



MAGLIA FARFALLA MANICA VOLUME 
Disponibile da 3 mesi  a 3 anni

Taglie da 3/6 6/12 12/18 18/24 24/36 mesi

PANTALONE FARFALLA CON RUCHES 
Disponibile da 3 mesi  a 3 anni

Pantalone brioso in calda viscosa di
cotone, la caratteristica sono le sue
ruches voluminose di raso brillante sui
lati, come ali di farfalla.
Strepitoso in abbinamento con la maglia
con manica volume
Vita elasticizzata che si adatta
perfettamente al pancino.

Disponibile nella variante cipria, rossa e
bluette.
Taglie da 3/6 6/12 12/18 18/24 24/36
mesi

幼稚園に公園に、とにかく動きたい子にぴったりのレギンス。

伸縮性のあるコットントレーナー生地で活発に遊ぶ様子は、

きっと蝶々が楽しく飛び回っているよう。

トップスに同じシリーズのシャツを合わせると、

とってもキュート。

もちろん、単体で手持ちのお洋服と色々合わせてみるの

も楽しいですね。

FARFALLA シャツ

FARFALLA レギンス



PANTALONE FARFALLA
Disponibile da 3 mesi  a 3 anni

Taglie da 3/6 6/12 12/18 18/24 24/36 mesi

GONNA FIOCCO
Disponibile da 3 mesi  a 3 anni

Gonna voluminosa in raso pesante con 
grandi balze e enormi fiocchi ai lati con 
mutanda copripannolino pendant in viscosa 
di cotone pesante e elastico in vita.
Disponibile nei colori bordeaux, bluette, 
bianco e cipria.
Taglie da 3/6 6/12 12/18 18/24 24/36
Bellissima abbinata con la maglia volume

しっかり目のサテン生地のフリルと共布のリボンが左右の

ポイントになっているボリューミーなスカートは、同じ色

のコットンの隠しパンツが実は縫い付けられているので

可愛いだけじゃなく寒さからもちゃんと守ってくれます。

お腹部分はゴムなので、着脱も楽ですね。

とってもキュートで、ちゃんと考えられているスカートです。

FARFALLA レギンス

リボンのフリルスカート



GONNA FIOCCO
Disponibile da 3 mesi  a 3 anni

Taglie 3/6 6/12 12/18 18/24 24/36

GONNA FIOCCO
Disponibile da 3 mesi  a 3 anni

Taglie 3/6 6/12 12/18 18/24 24/36

リボンのフリルスカート

リボンのフリルスカート



FASCIA FIOCCO
Taglia unica 

FASCIA FIOCCO
Taglia unica 

La fascia per capelli Fiocco ha un
enorme fiocco in raso e la fascia è
realizzata in calda viscosa di cotone.
Ai lati è più larga in modo da coprire
le orecchie nei giorni più freddi.
Disponibile nei colori bordeaux,
bluette, bianco e cipria.

大きな大きなリボンが特徴の、暖かいビスコースと

コットン生地のヘアバンド。

バンド部分は、とっても寒い日には耳を隠して

温める働きもしてくれます。

お気に入り6才になったジュリアも

大きなリボンのヘアバンド



COMPLETO FLOWERS
Disponibile da 0 a 24 mesi.

COMPLETO FLOWER
Disponibile nelle taglie 0 – 24 mesi

Il Completo Flowers è composto
da maglia e pantalone in felpa
garzata
La maglia è caratterizzata da fiori
in organza che rendono il capo
elegante.
Hai 2 varianti: bianco con fiori in
organza rosa e grigio con fiori in
organza bianchi.
Taglie 0/6 6/12 12/18 18/24

こちらのぽわぽわのお花が可愛いセットは、

裏起毛のトレーナー生地なのでとってもあったか。

トップスにはフリフリボリューミーなお花の飾りが

付いていて、可愛いのにちゃんと寒さからお子さん

を守ってくれる、たよれるセットです。

もちろん、

単体でそれぞれいろんなコーディネートが楽しめそうですね。

フリルのお花のセットアップ



SALOPETTE MIA
Disponibile 3 – 36 mesi  

La Salopette Mia è un delizioso
pantaloncino a palloncino con
bretelle regolabili e ruches sul
sedere.
Bottone a forma di cuore, che
permette la regolazione delle
bretelle.
Tessuto scozzese in viscosa e lana.

Disponibile nelle varianti: blu-
verde, rosso-nero, bianco-nero e
grigio-rosso.
Taglie 3/6 6/12 12/18 18/24 24/36

SALOPETTE MIA
Disponibile 3 – 36 mesi

サロペットミア は風船フォルムのサロペット。

“Mia” は「私の」というイタリア語です。

サイズ調整が可能なサスペンダーと

お尻には可愛いフリルが。

サスペンダーのボタンはハート型です。

タータンチェックの布地は

ビスコースとウールのミックス。

サロペット ミア

サロペット ミア



SALOPETTE MIA
Disponibile 3 – 36 mesi  

Camicia Body Emma 
Ha una enorme ruches che gira
intorno al capo, chiusura con bottone
cuore sul retro
Un vero mini dress oltre che body.
Tessuto scozzese viscosa e lana.

Disponibile nelle varianti: blu-verde,
rosso-nero, bianco-nero, grigio-rosso,
principe di galles e bianco.
Taglie 3/6 6/12 12/18 18/24 24/36

CAMICIA BODY EMMA 
Disponibile 0 – 36 mesi

ロンパースエマ は胸から肩、背中にかけて大きなフリル

がぐるっと包んでいるのが何よりの特徴。

重ねてスカートを合わせたら一層キュート！

ビアンコ：

艶のあるコットン100%の素材は、お子さんのピュアな

キュートさをより一層引き立ててくれます。

フリルリボンのスカートと合わせたコーディネートは、

可愛さ1000%!

タータンチェック：

ビスコースとウールのミックス生地がボディで、首の

後ろにはハート柄のボタンが付いています。

ロンパース エマ

サロペット ミア



CAMICIA -BODY EMMA
Disponibile nelle taglie da 0 a 36 mesi

CAMICIA - BODY EMMA
Disponibile nelle taglie da 0 a 36 mesi

ロンパース エマ

ロンパース エマ



サイズ

サイズめやす

ヶ月 ヶ月 ヶ月 ヶ月 ヶ月 才

彼女達の小さな子どもたちと服に対する愛情は本物です。

昨年オーダーしたマントはとても丁寧に縫製されており、作り手の温もりを感じました。

日本への販売は受け付けていなかったのですが、

スタッフの方は自分たちの商品に情熱を注ぐとてもハッピーでフレンドリーな方で、

そのため当店のような小さな店と特別に取引していただくことになりました。

ちょっとしたご縁によって、このように心のこもった暖かな洋服達をご紹介できること、嬉しく思います。

このような背景もちょこっとはさみつつ、イタリアの良さをわかっていただける方に、お届けしたいと思っています。

初めての試みですので至らぬところがあるかもしれませんが、

ご理解、ご協力のほど、何卒よろしくお願い致します。

当ブランドはイタリアにて一つ一つ真心込めて製作されています故、恐れ入りますがご了承頂きたいことがございます。

・大量生産品ではないため、欠品等ある場合もございます。その際、サイズや色違いをご提案する場合もございます。

・縫製チェック等は現地で行い、当店では受け取るのみ、返品はしません。

　先方に全信頼を置き、全て託していますので日本の製品基準とは違う場合がございます。

※海外企画の製品全般に言えることで日本の基準より緩いものですので、当ブランドに特定した話ではありません。

　昨年オーダー品はとても良い状態で届きましたが、海外取引では日本の事情と異なることもありますので念の為にここに記します。

douzoからお客様へ

douzo 北浜本店

夙川店

〒541-0044  大阪市中央区伏見町2-2-3 伏見ビル2F 16号室

〒662-0034  西宮市西田町6-15 イワノスポーツ内douzo iwn

douzo.numero16@gmail.com
douzo-it.com


