
GIULIA MANTELLINE     order sheet -B- 水色太枠内のご記入をお願い致します。(ご氏名、お子様の現在の年齢と身長、カラー、サイズ、数量)

氏名 お子様の現在の年齢と身長

PRODOTTO 説明 商品名/主な素材 対象年齢 カラー(☑ ) サイズ(☑ ) 数量 価格 税込価格

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。

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。

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。

サロペットミア は風船フォルムのサロペッ
トで、調整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。

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。

コットン100%であり、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♡

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。

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！

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！

商品
番号

M1

フェイクファーマント/

ポリエステル100%

0~5歳

フューシャピンク 0-6ヶ月

¥26,400 ¥29,040

ベビーパウダー 1才

2才

3才

4才

5才

M2

白雪姫マント/

ウール100%

0~5歳

ビアンカネーべ 0-6ヶ月

¥27,900 ¥30,690

1才

2才

3才

4才

5才

M3

ハートの
ダウンマント/

ポリエステル100%

0~5歳

ブルーフェアリー 0-6ヶ月

¥24,900 ¥27,390

赤ずきん 1才

2才

3才

4才

5才

B1

サロペット　ミア/

viscose
(ﾚｰﾖﾝの一種)45%
その他繊維55%

3~
36ヶ月

黒X白 チェック 3-6ヶ月

¥13,950 ¥15,345

紺X緑 チェック 6-12ヶ月

12-18ヶ月

18-24ヶ月

24-36ヶ月

B2
3~

36ヶ月

ビアンコ 3-6ヶ月

¥13,100 ¥14,410

黒X白 チェック 6-12ヶ月

紺X緑 チェック 12-18ヶ月

18-24ヶ月

24-36ヶ月

C1

アモーレミオ シャツ/

コットン100%

3ヶ月~
5歳

ビアンコ 3-6ヶ月

¥11,700 ¥12,870

6-12ヶ月

12-18ヶ月

18-24ヶ月

24-36ヶ月

4-5才

G1

チュールスカート
ソフィ/

ポリエステル100%

3ヶ月~
5歳

ハート 3-6ヶ月

¥14,300 ¥15,730

1才

2才

3才

4-5才

G2

チュールスカート
ソフィ/

ポリエステル100%

3ヶ月~
5歳

ピンク 3-6ヶ月

¥14,300 ¥15,730

グラデーション 1才

2才

3才

4-5才

G3

チュールスカート
ソフィ/

ポリエステル100%

3ヶ月~
5歳

ビアンコ 3-6ヶ月

¥13,600 ¥14,960

1才

2才

3才

4-5才

ロンパース　エマ/

ボディ
ビアンコ：コットン100%
タータン：
viscose (ﾚｰﾖﾝの一種)
45% その他繊維55%



PRODOTTO 説明
商品
番号 商品名/主な素材 対象年齢 カラー(☑ ) サイズ(☑ ) 数量 価格 税込価格

こちらのセットは、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。

0-6ヶ月

6-12ヶ月

12-18ヶ月

18-24ヶ月

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。

3-6ヶ月

6-12ヶ月

12-18ヶ月

18-24ヶ月

24-36ヶ月

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、実は同じ色の
コットンの隠しパンツが縫い付けられてい
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。

スカート部：
サテン95%
warm viscose (ﾚｰﾖﾝの
一種)+elastan(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ) 5%

3-6ヶ月

6-12ヶ月

12-18ヶ月

18-24ヶ月

24-36ヶ月

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。

3-6ヶ月

6-12ヶ月

12-18ヶ月

18-24ヶ月

24-36ヶ月

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。 バンド部:コットン

リボン：サテン

フリーサイ
ズ
（7才頃ま
で）

S1

フリルのお花の
セットアップ/

コットン95%
elastan(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ) 5%

0~
24ヶ月

グレー

¥14,300 ¥15,730
ローズピンク

R1

FARFALLA シャツ/

warm viscose
(ﾚｰﾖﾝの一種)97%
elastan(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ)3%

3ヶ月~
3歳

ベビーパウダー

¥12,800 ¥14,080

ビアンコ

R2

リボンの
フリルスカート/

3ヶ月~
3歳

ベビーパウダー

¥13,600 ¥14,960

ビアンコ

R3

FARFALLA レギンス/

warm viscose
(ﾚｰﾖﾝの一種)97%
elastan(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ)3%
felpa di cotone

3ヶ月~
3歳

ベビーパウダー

¥8,200 ¥9,020

R4

大きなリボンの
ヘアバンド

~7歳

ベビーパウダー

¥4,500 ¥4,950

ビアンコ

①商品一覧をご覧になり、当店へオーダーしてください。

（店頭/メール/instagram など 詳細は下記)

②当店にて、先方へ在庫確認致します。

（複数のお客様の対応のため、少々お時間頂きます。）

④お支払いをお願い致します。

⑤イタリアから発送してもらいます。 

⑥当店にて受け取り、商品チェック後、お渡し致します。

1.   オーダーシート(order sheet A & B)を メール / instagram / LINE にてお送りします

2.   必要箇所を記入していただきます（画像へ書き込み or 印刷して手書き）※左記が難しい場合、メッセージにてご注文も可です。

3.   当店までメール / instagram / LINE にて送ってください。(書き込み画像を転送  or 手書きしたものの写真を撮って送る）

4.   ご記入いただいた情報をもとに後ほど当店にて打ち込み後、合計金額を計算してお送りします。

5.   先方へ在庫確認をして、 となります。（その後の流れは上記④〜となります。）

1.   印刷したオーダーシート(order sheet A & B)の必要箇所を記入していただき、当店までお越しください。

2.   お客様と当店の双方でWチェックを行い、合計金額を計算してオーダー確定と致します。

3.   先方へ在庫確認をして、 となります。（その後の流れは上記④〜となります。）

ロッソ

ブルーエット

ロッソ

ブルーエット

ロッソ

ブルーエット

ロッソ

ブルーエット

　　　GIULIA のお洋服達が届くまでのながれ

　　　Ho To Order

　　　Contact us

        オーダー締め切り      

        お渡し予定  　　　   

douzo instagram

11月19日(土)
12月初〜中旬

    特にクリスマスが近づいてくると本国でも品薄になる

    ことが予想されます。

    当店ではご注文順に随時在庫を確保してゆきますので、

    是非とも早めのオーダーをお勧めします。

③【オーダー確定】在庫の有無をお伝えしたのち、オーダー確定と致します。

(お支払期限：オーダー確定から1週間)

スマホでオーダー

店頭にてオーダー

当店あてメール作成

【オーダー確定】

【オーダー確定】

douzo 〒541-0044      大阪市中央区伏見町２−２ー３　伏見ビル２F１６号室 担当：後藤

Instagram.      douzo_kitahama MAIL.     douzo.numero16@gmail.com

➡ 

メール作成QRを読むと、このような画面になります。

⚪部分をタップすると、メール作成画面が起動します。


