
Japanese-made Mitsuyu & Co., ltd.  

CHIBI ALL 

we are offering Japanese made CHIBI ALL at the best price possible, in 

order to let as many people as possible know about the high technology 

and safety of Japanese manufacturing, which is being lost in the flow of 

the times. 

 



Concept of "Smile" and "Kindness" 
 "To see the ""smile"" of the newborn baby, the mother and father who gave 

birth, we make it in Japan with "kindness” 



CHIBI ALL is made of five "kindness." 

 

   

Kindness ① 

Kindness ② 

Kindness ③ 

Kindness ④ 

Kindness ⑤ 

Movement-friendly 

Smile-friendly pattern 

Gentle on the skin 

Friendly to Daddy and Mom 

Gentle feeling 



Five “Kindness”  of CHIBI ALL 

No.1: Easy to move 
 

   

Point: Designed to stick out hands and feet 
that won't hinder the baby's movement 



Five “Kindness”  of CHIBI ALL 

 No.2: Gentle on the skin" 
 

   

Point: The elastic fabric made in Japan is 
 soft and comfortable for baby. 



Five “Kindness”  of CHIBI ALL  

No.3: Smile-friendly pattern 
 

   

Point: Gentle patterns (and embroidery) planned in Japan that 
will make your baby smile. 

Vehicle pattern is 

popular with boys 

Animal pattern is popular in Japan 

Cute bear pattern (embroidery) in 

Japan 

 

Pretty Cherry pattern 



Five “Kindness”  of CHIBI ALL 

No.4: It's kind to your dad and mom 
 

   

Point: The front opening design makes it easy 
 for mom and dad to change diapers. 

 



Five “Kindness”  of CHIBI ALL  

No.5: Gentle feelings 
 

   

Point: Skilled craftsmen sew with gentleness and a smile as if they were looking 
at their grandchildren. 



Made in Japan with high safety and 

quality. 
 Everything from planning, fabric, cutting, sewing, finishing, inspection, and 

needle inspection is done in Japan. 

 We conduct quality inspections at Japanese inspection institutions in 

accordance with the standards of our customers. 

 Submission of a dyeing certificate (declaration of non-use) 

 Submit country of origin certificate (clarify production process and root safety 

and quality improvement) 

 

 

 

 

株式会社赤ちゃん本舗　御中

染色証明書（不使用宣言書）
発行日： 2021 年 8 月 日

会社名：

部署　：

役職　： 氏名：

当社は、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」及び日本繊維産業連盟「繊維製品に係る

有害物質の不使用に関するガイドライン」２０１５年版に遵守し、下記商品に対し、有害物質を生成する

可能性のある色素の使用を行なっていないことを確認していることを宣言します。

＜対象商品＞
番号

1

2

＜染色工場・プリント工場＞
番号 使用部位

ｴｺﾃｯｸｽ100な
どの

認証名

1～2 身頃

1～2 身頃

1～2 バインダー

1～2 樹脂ホック ｴｺﾃｯｸｽｽﾀﾝﾀﾞｰﾄ100

注）染色工場・プリント工場の番号は"対象商品"の番号に対応させてください。

　規制対象となる特定芳香族アミン２４物質

この証明書はQ17050-2005（ISO/IEC17050-1:2004）の国際規格及び原案作成の規則に基づいて作成しております。

　　　

改訂：2020年7月

発
行
者

三露産業株式会社

印ベビー用品部

取締役部長 宮腰　忠幸

日本製スムースらいおん柄ドレスオール 520119 C100％　スムース 加藤刺繍

商品名 品番 素材・生地名 最終製品工場名 輸出企業

日本製スムースくま柄ドレスオール 520119 C100％　スムース 加藤刺繍

会社名 代表者名 住所 電話番号

〇〇重染工㈱ ●●　●● 京都市左京区田中古川町24 075-791-2151

〇〇プリント工業㈱ ●●　●● 大阪府泉大津市池浦町5-15-4 0725-33-3201

〇〇工業㈱ ●●　●● 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北2-14-26 0725-33-3281

〇〇株式会社 ●●　●● 大阪府大阪市中央区南本町4丁目2番4号 06-6252-2690

※有効期限は発行日から１年間とする

CAS №

92-67-1

92-87-5

95-69-2

91-59-8

97-56-3

99-55-8

106-47-8

615-05-4

101-77-9

91-94-1

119-90-4

119-93-7 o-Tolidine; 3,3'-Dimethylbenzidine

838-88-0 4,4'-methylenedi-o-toluidine

120-71-8 p-Cresidine

101-14-4 4,4'-Diamino-3,3'-dichlorodiphenylmethane

101-80-4 4,4'-Diaminodiphenyl ether

139-65-1 4,4'-Diaminodiphenyl sulfide

95-53-4 o-Toluidine

95-80-7 2,4-Diaminotoluene

137-17-7 2,4,5-Trimethylaniline

90-04-0 o-Anisidine

60-09-3 4-Aminoazobenzene

95-68-1 2,4-xylidine

87-62-7 2,6-xylidine

２，４－ジメチルアニリン

２，６－ジメチルアニリン

４，４′－ジアミノジフエニルスルフイド

オルト－トルイジン

２，４－ジアミノトルエン

２，４，５－トリメチルアニリン

オルト－アニシジン

パラ－フエニルアゾアニリン

３，３′－ジメトキシベンジジン

３，３′－ジメチルベンジジン（別名オルト－トリジン）

４，４′－ジアミノ－３，３′－ジメチルジフエニルメタン

２－メトキシ－５－メチルアニリン

３，３′－ジクロロ－４，４′－ジアミノジフエニルメタン

４，４′－ジアミノジフエニルエーテル

政令名称

４－アミノジフエニル

ベンジジン

４－クロロ－２－メチルアニリン

２－ナフチルアミン（別名ベーターナフチルアミン）

２－メチル－４－（２－トリルアゾ）アニリン

２－メチル－５－ニトロアニリン

パラ－クロロアニリン

２，４－ジアミノアニソール

４，４′－メチレンジアニリン

３，３′－ジクロロベンジジン3,3-Dichlorbenzidine

Benzidine

o-Dianisidine; 3,3'-Dimethoxybenzidine

物質名称

2-Naphthylamine

o-Aminoazotoluene

2-Amino-4-nitrotoluene

4-Chloroaniline

2,4-Diaminoanisole

4,4'-Diaminodiphenylmethane

4-Chloro-o-toluidine

4-Aminobiphenyl

原産国表示証明書
＜　MADE IN JAPANキャンペーン用　【繊維製品】　＞

株式会社赤ちゃん本舗　御中 作成日 年 月 日

下記商品の概要を証明します。

赤ちゃん本舗 大分類 担当BY

品番 ＪＡＮコード 品名

原産国 日本 表示場所

１．生産工程

※商品特性の主体となる全ての素材について記載してください。素材が多数に及ぶ場合は、別紙を使用してください。

　 　工 程 所在地 備　考

※精錬・染色、製織・編立工程全てではなく、いずれか最終工程が日本で行なわれること。

２．商品特性

発
行
者

172021

新生児・　乳児 藤井　郁美

ちびオール　らいおん柄＆くま柄

課長代理

岩田　千世

520983 4560248937033

氏名ベビー用品部部署名

役職三露産業株式会社会社名

愛知県春日井市

縫込みネーム　下げ札

本体

会 社 名使用部位

プリント工場

〇〇縫製

〇〇〇〇

アメリカ

愛知県小牧市

アメリカ

㈱〇〇

〇〇重染工㈱

〇〇ニット

〇〇〇〇工業㈱

名古屋市中区丸の内

京都市左京区田中古川

和歌山市新中島

プランサー取り付け

日本国内で編立、染色・プリント加工した生地を使用し、裁断から製品が出来上がるまですべての工程を日本国内で
行っています。ソフトキルトでつくられたこの商品は、表面に波状のしぼがあるのが特徴で、生地と生地の間にわたを
編み込んでつくられています。保温性に優れその名の通りソフト（柔らか）な肌ざわりの商品となっています。

ソフトキルト

原綿産地

製織、編立※

生地仕上加工

縫製

その他加工

原料名

原糸メーカー

生地・精練工場

キバタ編み立て

原料、原綿

紡績

精錬・染色※

大阪府泉大津市池浦町



 

   

CHIBI ALL Registration Number 5191730 
                   Chibi All is a registered trademark of Mitsuyu Sangyo 

Co., Ltd. 

*Lots will be required, so please consult with us. 

Custom orders 

can also be made. ♦ Can be adapted with a variety of 

materials to suit the climate 

Stretchy smooth Thin and stretchy India Quilt with high heat retention 



Other trademark registered brands 



About Us…? 

 Our company is a general textile wholesaler that has been in business for over 130 
years and consists of three departments: the Linen Service Department (Osaka Head 
Office), the Home Living Department (Osaka Head Office), and the Baby Products 
Department (Nagoya Sales Office). 

The Baby Goods Department sells mainly original brand baby clothes and baby clothes 
made in Japan. If you are interested in  us or would like to know more about Mitsuyu 
Sangyo, please feel free to contact us. 

Instagram Mitsuyu Sangyo, Ltd. official account  

https://www.instagram.com/i.love.papamama/?utm_source=qr

