
Mia Dela（ミア デラ）

創設者のMia Delaは、デンマークのKolding 
School of Designで学び、トレーニングデザイ
ナーとしてキャリアを積み、その後数年間デザイ
ナーとして働きました。
2002年に彼女は初めて母親になりました。
そのとき、息子のGustav（グスタフ）の部屋を
飾ろうとしたのですが、彼女の好みに合った子ど
も向けのインテリア商品を市場で見つけることが
できませんでした。
これがsebraを創設するきっかけになったのです。

安全と品質を重視したものづくりをする
デンマークのベビー＆キッズ商品ブランド

sebra(セバ)は、2004年にMia Dela（ミア デラ）により創設された、
ベビー＆キッズ商品のブランドです。
北欧らしいライトグレイッシュなカラーリングが特徴です。また、デザイン性
だけでなく、安全と品質を重視してものづくりを行っています。
アイテムの多くが手作りで、木や綿などの自然素材から作られています。
インテリアにも馴染みがよく、子どもの創造力を育むsebraのアイテムは、
ギフトにも最適で、現在、30ヶ国で販売されています。

〒111-0041 東京都台東区元浅草4-9-13 7F
TEL03-5830-7927 FAX03-5830-7908
cs-info@akatsuki.com
www.akatsuki.com



ままごとキッチン Ro
上代 28,000円（税抜）
素材：合板
JAN：5704680039880
品番：3006201
ｻｲｽﾞ：約58×38×H60cm
中国製

ベビーカードール Wh
上代 20,000円（税抜）
素材：合板
JAN：5704680043412
品番：3005302
ｻｲｽﾞ：約45×25×H44cm
中国製

6月末再入荷予定

木製バイク
上代 28,000円（税抜）
素材：ビーチウッド、サマックウッド
JAN：5704680043689
品番：3005304
ｻｲｽﾞ：約59x31.5x41.5cm
中国製

6月末入荷予定



ままごと ベンチ
上代 34,000円（税抜）
素材：合板
JAN：5704680039712
品番：3006302
ｻｲｽﾞ：約86×38×H82cm
中国製

ウッド ツール （工具）セット
上代 5,200円（税抜）
素材：ビーチウッド
JAN：5704680039866
品番：3017301
ｻｲｽﾞ：ノコ/約23.5×10.5×2.2cm

ドライ/約2.5×2.5×14cm
スパナ/約14×5×1.5cm

中国製

ウッド ツール （ネジ）セット
上代 5,200円（税抜）
素材：ビーチウッド
JAN：5704680039873
品番：3017302
ｻｲｽﾞ：ネジ/約7×3×3cm

大/約20×4.5×1cm
中/約15×4.5×1cm
小/約10×4.5×1cm

中国製

10月頃発売予定



ベビーパズル
ファーム ボーイ
上代 5,200円（税抜）
素材：合板
JAN：5704680037794
品番：3015102
ｻｲｽﾞ：約33×23×H2.5cm
中国製
対象年齢：1歳～

ベビーパズル
ファーム ガール
上代 5,200円（税抜）
素材：合板
JAN：5704680037787
品番：3015202
ｻｲｽﾞ：約33×23×H2.5cm
中国製
対象年齢：1歳～

シェイプソーター アニマル
上代 5,200円（税抜）
素材：合板
JAN：5704680042910
品番：3017204
ｻｲｽﾞ：約14×14×H10cm
中国製
対象年齢：1歳～

シェイプソーター ファームボーイ
上代 5,200円（税抜）
素材：合板
JAN：5704680039460
品番：3017101
ｻｲｽﾞ：約14×14×H10cm
中国製
対象年齢：1歳～

シェイプソーター ファームガール
上代 5,200円（税抜）
素材：合板
JAN：5704680039477
品番：3017201
ｻｲｽﾞ：約14×14×H10cm
中国製
対象年齢：1歳～



ウッドトイ 乗用車
上代 2,900円（税抜）
素材：ビーチウッド
JAN：5704680039231
品番：3019302
ｻｲｽﾞ：約14×6×H6.5cm
中国製
対象年齢：0歳～

ウッドトイ トラクター
上代 2,900円（税抜）
素材：ビーチウッド
JAN：5704680039255
品番：3019304
ｻｲｽﾞ：約13×7×H8.5cm
中国製
対象年齢：0歳～

カウンティングパズル
ダイナソー/アニマル
上代 2,000円（税抜）
素材：厚紙
JAN：5704680042767
品番：3015306
ｻｲｽﾞ：約15×7.5×0.3cm
中国製
対象年齢：4歳～

積み木 バード Gy
上代 5,800円（税抜）
素材：
JAN：5704680043108
品番：3017303
ｻｲｽﾞ：約14×9.5×H18cm
中国製

ロードウェイ フェルト
上代 8,000円（税抜）
素材：ポリエステル
JAN：5704680039286
品番：3019305
ｻｲｽﾞ：約113×87×0.5cm
中国製

6月末入荷予定10月発売予定



ニットラトル くも BL
上代 2,400円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル、

ラトル/ABS
JAN：5704680042095
品番：3009104
ｻｲｽﾞ：約14×7×2.5cm
インド製

ニットラトル くも Ro
上代 2,400円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル、

ラトル/ABS
JAN：5704680042088
品番：3009204
ｻｲｽﾞ：約14×7×2.5cm
インド製

手編みラトル カール（うし）
上代 2,400円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル、

ラトル/ポリスチレン
JAN：5704680038319
品番：3009101
ｻｲｽﾞ：約12.5×5×4cm
中国製

手編みラトル クララ（うし）
上代 2,400円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル、

ラトル/ポリスチレン
JAN：5704680038326
品番：3009201
ｻｲｽﾞ：約12.5×5×4cm
中国製

手編みラトル マッシュルーム Re
上代 2,000円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル、

ラトル/ポリスチレン
JAN：5704680042811
品番：3009311
ｻｲｽﾞ：約11×6×6cm
中国製

手編みラトル はりねずみ
上代 2,400円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル、

ラトル/ポリスチレン
JAN：5704680042309
品番：3009307
ｻｲｽﾞ：約7×12×7cm
中国製



手編みリングラトル ラビット BL
上代 2,400円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル、

リング/合板、ラトル/ポリスチレン
JAN：5704680038425
品番：3009102
ｻｲｽﾞ：約8×16×4cm
中国製

手編みリングラトル こじか
上代 2,400円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル、

リング/合板、ラトル/ポリスチレン
JAN：5704680042170
品番：3009306
ｻｲｽﾞ：約8.5×13×6cm
中国製

手編みリングラトル パンダ
上代 2,400円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル、

リング/合板、ラトル/ポリスチレン
JAN：5704680041654
品番：3009303
ｻｲｽﾞ：約12×8.5×4.5cm
中国製

手編みリングラトル しろくま
上代 2,400円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル、

リング/合板、ラトル/ポリスチレン
JAN：5704680041630
品番：3009304
ｻｲｽﾞ：約8×12.5×4.5cm
中国製

手編みリングラトル ぞう
上代 2,400円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル、

リング/合板、ラトル/ポリスチレン
JAN：5704680041647
品番：3009305
ｻｲｽﾞ：約12×12×4.5cm
中国製

手編みリングラトル ラビット Ro
上代 2,400円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル、

リング/合板、ラトル/ポリスチレン
JAN：5704680040305
品番：3009202
ｻｲｽﾞ：約8×16×4cm
中国製

在庫限り



編みぐるみ ロバート（うさぎ）
上代 6,500円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル
JAN：5704680039330
品番：3001103
ｻｲｽﾞ：約10×11×45.6cm
中国製

編みぐるみ ロベルタ（うさぎ）
上代 6,500円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル
JAN：5704680039361
品番：3001203
ｻｲｽﾞ：約10×10×40cm
中国製

編みぐるみ こじか
上代 4,800円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル
JAN：5704680042187
品番：3002301
ｻｲｽﾞ：約6.5×8.5×32cm
中国製

ぬいぐるみ パンダ
上代 4,800円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル
JAN：5704680042118
品番：3001304
ｻｲｽﾞ：約34×13×5cm
インド製

ぬいぐるみ ぞう
上代 4,800円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル
JAN：5704680042101
品番：3001303
ｻｲｽﾞ：約21×5×31cm
インド製



ぬいぐるみ うさぎ Bl
上代 2,500円（税抜）
素材：ポリエステル、

詰物/ポリエステル
JAN：5704680043054
品番：3001107
ｻｲｽﾞ：約11×44×7.5cm
中国製

ぬいぐるみ うさぎ Ro
上代 2,500 円（税抜）
素材：ポリエステル、

詰物/ポリエステル
JAN：5704680043061
品番：3001207
ｻｲｽﾞ：約11×44×7.5cm
中国製

ぬいぐるみ ぞう Bl
上代 3,200円（税抜）
素材：ポリエステル、

詰物/ポリエステル
JAN：5704680043030
品番：3001106
ｻｲｽﾞ：約12×26×21cm
中国製

ぬいぐるみ ぞう Ro
上代 3,200円（税抜）
素材：ポリエステル、

詰物/ポリエステル
JAN：5704680043047
品番：3001206
ｻｲｽﾞ：約12×26×21cm
中国製



手編み起き上がりこぼし
パンダ
上代 4,800円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル、

ABS、キャストアイロン
JAN：5704680042149
品番：3012301
ｻｲｽﾞ：約17cm
中国製

手編み起き上がりこぼし
うさぎ Bl
上代 4,800 円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル、

ABS、キャストアイロン
JAN：5704680040237
品番：3012102
ｻｲｽﾞ：約9.5×9.5×19cm
中国製

手編み起き上がりこぼし
うさぎ Ro
上代 4,800円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル、

ABS、キャストアイロン
JAN：5704680040251
品番：3012202
ｻｲｽﾞ：約9.5×9.5×19cm
中国製

手編みラトルボールL Pl
上代 1,800円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル
JAN：5704680042583
品番：3010204
ｻｲｽﾞ：約Φ10cm
中国製

手編みラトルボールL Bl
上代 1,800円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル
JAN：5704680042576
品番：3010104
ｻｲｽﾞ：約Φ10cm
中国製

手編みラトルボールS Bl
上代 1,200円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル
JAN：5704680042552
品番：3010103
ｻｲｽﾞ：約Φ8cm
中国製

手編みラトルボールS Pl
上代 1,200円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル
JAN：5704680042569
品番：3010203
ｻｲｽﾞ：約Φ8cm
中国製



編みぐるみプルトイ ぞう Gy
上代 6,800円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル

ビーチウッド、シリコン
JAN：5704680039491
品番：3011302
ｻｲｽﾞ：約24×13×H25cm
中国製

編みぐるみプルトイ ぞう BL
上代 6,800円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル

ビーチウッド、シリコン
JAN：5704680040794
品番：3001105
ｻｲｽﾞ：約24×13×H25cm
中国製

編みぐるみプルトイ ぞう Ro
上代 6,800円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル

ビーチウッド、シリコン
JAN：5704680040817
品番：3001205
ｻｲｽﾞ：約24×13×H25cm
中国製

編みぐるみプルトイ こじか
上代 6,800円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル、

ビーチウッド、シリコン
JAN：5704680041661
品番：3001302
ｻｲｽﾞ：約24×13×H31cm
中国製



スタイ 2pcsアニマル
上代 2,600円（税抜）
素材：EVA、ポリエチレン
JAN：5704680043771
品番：7005208
ｻｲｽﾞ：約28x41cm
中国製

スタイ 2pcsダイナソー
上代 2,600円（税抜）
素材：EVA、ポリエチレン
JAN：5704680043764
品番：7005108
ｻｲｽﾞ：約28x41cm
中国製

スタイ 2pcs スカイ/ゴリラ
上代 2,600円（税抜）
素材：EVA、ポリエチレン
JAN：5704680041036
品番：7005104
ｻｲｽﾞ：約28x41cm
中国製

スタイ 2pcs スカイ/パンダ
上代 2,600円（税抜）
素材：EVA、ポリエチレン
JAN：5704680041050
品番：7005204
ｻｲｽﾞ：約28x41cm
中国製

6月末再入荷予定 6月末再入荷予定



スタイ ダイナソー
上代 1,800円（税抜）
素材：オーガニックコットン、

ポリウレタン
JAN：5704680043610
品番：7005107
ｻｲｽﾞ：約58×28cm
インド製

スタイ アニマル
上代 1,800円（税抜）
素材：オーガニックコットン、

ポリウレタン
JAN：5704680043627
品番：7005207
ｻｲｽﾞ：約58×28cm
インド製

カトラリーセット PTR
上代 2,200円（税抜）
素材：ステンレススティール

ハンドル/ABS
JAN：5704680037190
品番：7002101
ｻｲｽﾞ：約14.5cm
中国製

カトラリーセット R
上代 2,200円（税抜）
素材：ステンレススティール

ハンドル/ABS
JAN：5704680037206
品番：7002201
ｻｲｽﾞ：約14.5cm
中国製

ｻｲｽﾞ
ナイフ/約1.8×14.5×1cm
フォーク/約2.2×13.5×1cm
スプーン/約3.2×13.3×1cm

裏面はベルベット素材
マジックテープ止め



メラミンディナーセット 4pcs
スカイ BL
上代 5,200円（税抜）
素材：メラミン
JAN：5704680042217
品番：7001111
中国製

メラミンプレート 4ルーム
スカイ BL
上代 2,200円（税抜）
素材：メラミン
JAN：5704680041876
品番：7001110
ｻｲｽﾞ：約24×21×H2cm
中国製

メラミンボウル スカイ BL
上代 1,700円（税抜）
素材：メラミン
JAN：5704680041913
品番：7001108
ｻｲｽﾞ：約Φ15.8×H6cm
中国製

メラミンプレート 4ルーム
スカイ Ro
上代 2,200円（税抜）
素材：メラミン
JAN：5704680041883
品番：7001210
ｻｲｽﾞ：約24×21×H2cm
中国製

メラミンプレート スカイ BL
上代 1,500円（税抜）
素材：メラミン
JAN：5704680041890
品番：7001107
ｻｲｽﾞ：約Φ21.5×H2cm
中国製

メラミンプレート スカイ Ro
上代 1,500円（税抜）
素材：メラミン
JAN：5704680041906
品番：7001207
ｻｲｽﾞ：約Φ21.5×H2cm
中国製

メラミンカップ スカイ ポーラーベア
上代 700円（税抜）
素材：メラミン
JAN：5704680041937
品番：7001109
ｻｲｽﾞ：約Φ6.8×H7.5cm
中国製

メラミンボウル スカイ Ro
上代 1,700円（税抜）
素材：メラミン
JAN：5704680041920
品番：7001208
ｻｲｽﾞ：約Φ15.8×H6cm
中国製

メラミンカップ スカイ ゴリラ
上代 700円（税抜）
素材：メラミン
JAN：5704680041944
品番：7001209
ｻｲｽﾞ：約Φ6.8×H7.5cm
中国製

ｻｲｽﾞ
プレート/約Φ21.5×H2cm
ボウル/約Φ14.5×H4.2cm
マグ/約Φ6.8×H7.5cm
フォーク/約13.5×2.5×1cm
スプーン/約14×3×1cm

メラミンディナーセット 4pcs
スカイ Ro
上代 5,200円（税抜）
素材：メラミン
JAN：5704680042224
品番：7001211
中国製



おくるみタオル フード付
スカイ BL
上代 5,800円（税抜）
素材：コットン（GOTS認証）
JAN：5704680040350
品番：1010102
ｻｲｽﾞ：約86xW86cm
パキスタン製

おくるみタオル フード付
スカイ Ro
上代 5,800円（税抜）
素材：コットン（GOTS認証）
JAN：5704680040374
品番：1010202
ｻｲｽﾞ：約86xW86cm
パキスタン製

おくるみタオルフード付
フォレスト
上代 5,800円（税抜）
素材：コットン
JAN：5704680019639
品番：1263
ｻｲｽﾞ：約約85x85cm
インド製

キルトスリーパー S ボーイ
上代 6,800円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル
JAN：5704680037466
品番：1007101
ｻｲｽﾞ：約41.5×69.5×1cm
インド製

キルトスリーパー S ガール
上代 6,800円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル
JAN：5704680037473
品番：1007201
ｻｲｽﾞ：約41.5×69.5×1cm
インド製

在庫限り 在庫限り



ニットクッション パンダ
上代 8,000円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル
JAN：5704680042132
品番：4002302
ｻｲｽﾞ：約34x29×8cm
インド製

ニットクッション クラウド BL
上代 8,000円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル
JAN：5704680042064
品番：4002105
ｻｲｽﾞ：約46x26×12cm
インド製

ニットクッション クラウド Ro
上代 8,000円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル
JAN：5704680042057
品番：4002205
ｻｲｽﾞ：約46x26×12cm
インド製

授乳クッション ダイナソー
上代 12,000円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル
JAN：5704680043566
品番：1005103
ｻｲｽﾞ：約73x44×H20cm
インド製

授乳クッション アニマル
上代 12,000円（税抜）
素材：コットン、詰物/ポリエステル
JAN：5704680043573
品番：1005203
ｻｲｽﾞ：約73x44×H20cm
インド製



ベビーブランケット BABY
上代 8,700円（税抜）
素材：コットン
JAN：5704680039644
品番：4001301
ｻｲｽﾞ：約80x80cm
中国製

ベビーブランケット 鍵編み Ro
上代 12,000円（税抜）
素材：コットン
JAN：5704680042156
品番：4001204
ｻｲｽﾞ：約80x80cm
中国製

ベビーブランケット 鍵編み BL
上代 12,000円（税抜）
素材：コットン
JAN：5704680042163
品番：4001302
ｻｲｽﾞ：約80x80cm
中国製

ベビーブランケット 織り ファームボーイ
上代 6,400円（税抜）
素材：コットン（GOTS認証）
JAN：5704680037671
品番：4001101
ｻｲｽﾞ：約85x85cm
インド製

ベビーブランケット 織り ファームガール
上代 6,400円（税抜）
素材：コットン（GOTS認証）
JAN：5704680037688
品番：4001201
ｻｲｽﾞ：約85x85cm
インド製

在庫限り在庫限り



ベビーオルゴール くも BL
上代 5,800円（税抜）
素材：
JAN：5704680042019
品番：3013103
ｻｲｽﾞ：約20×26×7.5cm
インド製
曲名：ﾌﾞﾗｰﾑｽの子守歌

ベビーオルゴール くも Ro
上代 5,800円（税抜）
素材：
JAN：5704680042026
品番：3013203
ｻｲｽﾞ：約20×26×7.5cm
インド製
曲名：ﾌﾞﾗｰﾑｽの子守歌

ベビーオルゴール 手編み ぞう Gy
上代 5,800円（税抜）
素材：
JAN：5704680039507
品番：3013302
ｻｲｽﾞ：約15.5×24×7cm
中国製
曲名：ﾌﾞﾗｰﾑｽの子守歌

ベビーオルゴール 手編み ぞう BL
上代 5,800円（税抜）
素材：
JAN：5704680040848
品番：3013102
ｻｲｽﾞ：約15.5×24×7cm
中国製
曲名：ﾌﾞﾗｰﾑｽの子守歌

ベビーオルゴール 手編み ぞう Ro
上代 5,800円（税抜）
素材：
JAN：5704680040862
品番：3013202
ｻｲｽﾞ：約15.5×24×7cm
中国製
曲名：ﾌﾞﾗｰﾑｽの子守歌

在庫限り



ベビージム
上代 26,000円（税抜）
素材：合板
JAN：5704680039637
品番：3020302
ｻｲｽﾞ：約84×84×H54cm
中国製

フェルトモビール
くも プラム
上代 8,000円（税抜）
素材：ウール、リング/合板
JAN：5704680043443
品番：8018201
ｻｲｽﾞ：約Φ22×H57cm
中国製

フェルトモビール
くも ブルー
上代 8,000円（税抜）
素材：ウール、リング/合板
JAN：5704680043436
品番：8018101
ｻｲｽﾞ：約Φ22×H57cm
中国製

ベビーカーチェーン
ぞう BL
上代 4,800円（税抜）
素材：コットン、ポリプロピレン、

紐/ポリエステル
JAN：5704680037763
品番：4006101
ｻｲｽﾞ：約50×8×2cm
中国製

ベビーカーチェーン
ぞう Ro
上代 4,800円（税抜）
素材：コットン、ポリプロピレン、

紐/ポリエステル
JAN：5704680038340
品番：4006201
ｻｲｽﾞ：約50×8×2cm
中国製

10月頃入荷予定 10月頃入荷予定



リュックサック BL
上代 6,000円（税抜）
素材：コットン、ポリウレタン
JAN：5704680041487
品番：4010102
ｻｲｽﾞ：約33×W18×H37cm
中国製

リュックサック Ro
上代 6,000円（税抜）
素材：コットン、ポリウレタン
JAN：5704680041494
品番：4010202
ｻｲｽﾞ：約33×W18×H37cm
中国製

リュックサック Gy
上代 6,000円（税抜）
素材：コットン、ポリウレタン
JAN：5704680043023
品番：8013303
ｻｲｽﾞ：約33×W18×H37cm
中国製



キルト ジムバッグ Gy
上代 2,500円（税抜）
素材：コットン、ポリウレタン
JAN：5704680042996
品番：8013301
ｻｲｽﾞ：約38.5×W27.5cm
インド製

キルト バッグ Gy
上代 10,000円（税抜）
素材：コットン、ポリウレタン
JAN：5704680043016
品番：8013302
ｻｲｽﾞ：約45×W38cm
中国製

キルト バッグ Gy
上代 6,500円（税抜）
素材：コットン、ポリウレタン
JAN：5704680043528
品番：8013304
ｻｲｽﾞ：約45×W30cm
中国製



セバ ベビー&ｼﾞｭﾆｱベッド Wh
上代：148,000円（税抜）
素材：樺の木
JAN：5704680040922
品番：2001301
ｻｲｽﾞ：約115×W75.8×H88(L155)cm
ラトビア製

セバ ベビー&ｼﾞｭﾆｱベッド Dgy
上代：148,000円（税抜）
素材：樺の木
JAN：5704680041005
品番：2001302
ｻｲｽﾞ：約115×W75.8×H88(L155)cm
ラトビア製

お取り寄せ商品

伸縮可能で、お子様の成長に合わせてお使いいただ
けます。幅115cm ~ 155cmまで。


