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Cink の美しい 5 つのシグネチャーカラーに、ビブが仲間入り。
柔らかいシリコンで作られているので、首に赤い跡が残りにくく、赤ちゃんへの負担も少なく
済みます。もちろんシリコンは、BPA・PVC フリー、フタル酸エステルも含みません。
大きなポケットが食べこぼしをキャッチ。汚れたら気軽に洗えるのも嬉しいですね。
くるくると丸めることができるので、持ち運びにも便利です。

No more messy dinners

品番：CK-SBFO　-FOG ● 品番：CK-SBRY　-RYE ● 品番：CK-SBBR　-BRICK ●　

品番：CK-SBBE　-BEET ● 品番：CK-SBOC　-OCEAN ●

シリコンビブ

上代 　\1,500 + 税 　/　lot. 2
商品サイズ 　約 W22×L29×D4.5cm
箱サイズ　　 約 L26×H9×D4cm
材質　シリコン

ボックス入り

〇保護者の方が必ず付き添って使用してください。〇エプロン以外の目的で使用しないでください。〇ポケットは食べこぼし受けとしてご使用ください。食品や物を入れると首に負担がかかり、食い込み跡が
付きます。〇首回りはサイズを調整してご使用ください。首を絞めつけないよう、ゆとりをもってください。〇製造工程上、点々や線、色むら等が見受けられる場合がございますが、使用には問題ありません。
〇ボックスに多少の汚れや潰れが生じる場合がございます。 　●耐熱温度：120℃  ●食洗器 使用可　※高温を避けること

Attention
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画像 JAN 品番 商品名 原産国 発注ロット 上代(税抜) 上代(税込) サイズ(約) 備考

バンブーマグ

4589539020681 CK-MGFO バンブーマグ　FOG 中国 3 ¥1,100 ¥1,210
約Φ7.8×H7.8cm /

200ml

4589539020698 CK-MGRY バンブーマグ　RYE 中国 3 ¥1,100 ¥1,210
約Φ7.8×H7.8cm /

200ml

4589539020704 CK-MGBR バンブーマグ　BRICK 中国 3 ¥1,100 ¥1,210
約Φ7.8×H7.8cm /

200ml

4589539020711 CK-MGBE バンブーマグ　BEET 中国 3 ¥1,100 ¥1,210
約Φ7.8×H7.8cm /

200ml

4589539020728 CK-MGOC バンブーマグ　OCEAN 中国 3 ¥1,100 ¥1,210
約Φ7.8×H7.8cm /

200ml

0760412604509 CK-MG3A バンブーマグ　3個セットA　FOG/RYE/BRICK 中国 2 ¥3,000 ¥3,300
約Φ7.8×H7.8cm /

200ml

0760412604516 CK-MG3B バンブーマグ　3個セットB　FOG/BEET/OCEAN 中国 2 ¥3,000 ¥3,300
約Φ7.8×H7.8cm /

200ml

バンブーボウル

4589539020735 CK-BWFO バンブーボウル　FOG 中国 3 ¥1,300 ¥1,430
約Φ13.7×H5cm /

400ml

4589539020742 CK-BWRY バンブーボウル　RYE 中国 3 ¥1,300 ¥1,430
約Φ13.7×H5cm /

400ml

4589539020759 CK-BWBR バンブーボウル　BRICK 中国 3 ¥1,300 ¥1,430
約Φ13.7×H5cm /

400ml

4589539020766 CK-BWBE バンブーボウル　BEET 中国 3 ¥1,300 ¥1,430
約Φ13.7×H5cm /

400ml

4589539020773 CK-BWOC バンブーボウル　OCEAN 中国 3 ¥1,300 ¥1,430
約Φ13.7×H5cm /

400ml

0760412604462 CK-BW3A バンブーボウル　3個セットA　FOG/RYE/BRICK 中国 2 ¥3,800 ¥4,180
約Φ13.7×H5cm /

400ml

0760412604479 CK-BW3B バンブーボウル　3個セットB　FOG/BEET/OCEAN 中国 2 ¥3,800 ¥4,180
約Φ13.7×H5cm /

400ml

バンブープレート

4589539020780 CK-PLFO バンブープレート　FOG 中国 3 ¥1,400 ¥1,540 約Φ20×H2.3cm

cink  商品リスト
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cink  商品リスト

4589539020797 CK-PLRY バンブープレート　RYE 中国 3 ¥1,400 ¥1,540 約Φ20×H2.3cm

4589539020803 CK-PLBR バンブープレート　BRICK 中国 3 ¥1,400 ¥1,540 約Φ20×H2.3cm

4589539020810 CK-PLBE バンブープレート　BEET 中国 3 ¥1,400 ¥1,540 約Φ20×H2.3cm

4589539020827 CK-PLOC バンブープレート　OCEAN 中国 3 ¥1,400 ¥1,540 約Φ20×H2.3cm

0760412604622 CK-PL3A バンブープレート　3個セットA　FOG/RYE/BRICK 中国 2 ¥4,000 ¥4,400 約Φ20×H2.3cm

0760412604639 CK-PL3B バンブープレート　3個セットB　FOG/BEET/OCEAN 中国 2 ¥4,000 ¥4,400 約Φ20×H2.3cm

バンブー　スプーン＆フォーク

0760412604707 CK-SFFO バンブースプーン＆フォークセット　FOG 中国 3 ¥1,200 ¥1,320 約L15.5cm

0760412604691 CK-SFRY バンブースプーン＆フォークセット　RYE 中国 3 ¥1,200 ¥1,320 約L15.5cm

0760412604684 CK-SFBR バンブースプーン＆フォークセット　BRICK 中国 3 ¥1,200 ¥1,320 約L15.5cm

0760412604714 CK-SFBE バンブースプーン＆フォークセット　BEET 中国 3 ¥1,200 ¥1,320 約L15.5cm

0760412604721 CK-SFOC バンブースプーン＆フォークセット　OCEAN 中国 3 ¥1,200 ¥1,320 約L15.5cm

ギフトセット　-ベビー

0760412604592 CK-GSBFO ギフトセット　-ベビー　FOG 中国 1 ¥4,000 ¥4,400
箱：約W20.5×D15×

H12cm

セット内容：マグ・マグ

用蓋・ボウル・フィード

スプーン

0760412604585 CK-GSBRY ギフトセット　-ベビー　RYE 中国 1 ¥4,000 ¥4,400
箱：約W20.5×D15×

H12cm

セット内容：マグ・マグ

用蓋・ボウル・フィード

スプーン

0760412604578 CK-GSBBR ギフトセット　-ベビー　BRICK 中国 1 ¥4,000 ¥4,400
箱：約W20.5×D15×

H12cm

セット内容：マグ・マグ

用蓋・ボウル・フィード

スプーン

0760412604608 CK-GSBBE ギフトセット　-ベビー　BEET 中国 1 ¥4,000 ¥4,400
箱：約W20.5×D15×

H12cm

セット内容：マグ・マグ

用蓋・ボウル・フィード

スプーン



2021年8月更新

株式会社BLUE

画像 JAN 品番 商品名 原産国 発注ロット 上代(税抜) 上代(税込) サイズ(約) 備考

cink  商品リスト

0760412604615 CK-GSBOC ギフトセット　-ベビー　OCEAN 中国 1 ¥4,000 ¥4,400
箱：約W20.5×D15×

H12cm

セット内容：マグ・マグ

用蓋・ボウル・フィード

スプーン

ギフトセット　-トドラー

0760412604752 CK-GSTFO ギフトセット　-トドラー　FOG 中国 1 ¥4,800 ¥5,280
箱：約W21.3×D20.5×

H11cm

セット内容：マグ・ボウ

ル・プレート・スプー

ン・フォーク

0760412604745 CK-GSTRY ギフトセット　-トドラー　RYE 中国 1 ¥4,800 ¥5,280
箱：約W21.3×D20.5×

H11cm

セット内容：マグ・ボウ

ル・プレート・スプー

ン・フォーク

0760412604738 CK-GSTBR ギフトセット　-トドラー　BRICK 中国 1 ¥4,800 ¥5,280
箱：約W21.3×D20.5×

H11cm

セット内容：マグ・ボウ

ル・プレート・スプー

ン・フォーク

0760412604769 CK-GSTBE ギフトセット　-トドラー　BEET 中国 1 ¥4,800 ¥5,280
箱：約W21.3×D20.5×

H11cm

セット内容：マグ・ボウ

ル・プレート・スプー

ン・フォーク

0760412604776 CK-GSTOC ギフトセット　-トドラー　OCEAN 中国 1 ¥4,800 ¥5,280
箱：約W21.3×D20.5×

H11cm

セット内容：マグ・ボウ

ル・プレート・スプー

ン・フォーク

シリコンビブ

7350112630101 CK-SBFO シリコンビブ　-FOG 中国 2 ¥1,500 ¥1,650

商品：約W22×L29×

D4.5cm /　箱：約L26×

H9 D4cm

7350112630095 CK-SBRY シリコンビブ　-RYE 中国 2 ¥1,500 ¥1,650

商品：約W22×L29×

D4.5cm /　箱：約L26×

H9 D4cm

7350112630064 CK-SBBR シリコンビブ　-BRICK 中国 2 ¥1,500 ¥1,650

商品：約W22×L29×

D4.5cm /　箱：約L26×

H9 D4cm

7350112630071 CK-SBBE シリコンビブ　-BEET 中国 2 ¥1,500 ¥1,650

商品：約W22×L29×

D4.5cm /　箱：約L26×

H9 D4cm

7350112630088 CK-SBOC シリコンビブ　-OCEAN 中国 2 ¥1,500 ¥1,650

商品：約W22×L29×

D4.5cm /　箱：約L26×

H9 D4cm

ATTENTION：仕様変更について 対象商品：プレート、ボウル

2020年8月より、メーカーでの仕様変更に伴い、ロゴ刻印の位置が変わりました。

旧仕様と新仕様が混在しますが、お選びいただけません。旧仕様は在庫がなくなり次第、終了となります。

皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解頂けますよう、お願い申し上げます。


