
●「Bluetooth」は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●BSA-B100/B100MC/B100MTは、
日本の電波法の認証を取得しています。各国・地域の電波法の適合または認証については、
https://world.casio.com/ce/BLE/をご確認ください。電波法の適合または認証を取得していな
いエリアでご使用になると罰せられることがあります。●電波時計は標準電波を受信して時刻修
正を行いますが、時計内部の演算処理等により若干(1秒未満)のずれが発生します。●標準電波は
送信施設の整備等の都合により停波されることがあります。●時計をご使用される国と標準電波
を送信する国が異なる場合、サマータイムの実施状況の違いにより、電波を受信しても正しい時
刻が表示されないことがあります。●時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や
性能をチェックするためのモニター用電池です。●樹脂(外装)部品は日々のご使用により劣化し、
切れたり折れたりする場合があります。電池交換ご依頼品の樹脂部品にヒビなどの異常がある場
合、破損の恐れがありますので作業を行わずにご返却する旨のご案内をさせていただくことがご
ざいます。●デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。●お買い求めの時
には、保証書を記入事項確認の上、お受け取りください。●品切れの際はご容赦ください。●こ
のカタログの記載内容は、2020年3月現在のものです。●表示価格は、すべてメーカー希望小売
価格です。●掲載商品の大きさは実物と異なります。●掲載商品の色調は印刷のため実物と異な
ることがあります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談
ください。●この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断
りいたします。

安全上のご注意
正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

警告　● 20気圧・10気圧防水機種は、スクーバダイビングには使用できません。

※タフソーラーと電波時計(マルチバンド6)についての詳しい説明はこちらのURLをご覧ください。
https://casio.jp/wat/

●自動車、電車、飛行機等、乗り物の中。●電波障害が起きやすい、工事現場、空港のそば、交
通量の多い場所など。●高圧線、架線の近く。●家庭電化製品、OA機器のそば。●金属板の上、
山の裏側など。●マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中、およびその周辺。 ※但し、
窓際などでは受信しやすくなります。※その他季節や天候、時間帯などにより、標準電波を受信
できない場合があります。※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15
または±30秒)で動作します。

標準電波・電波発信情報に関する詳しい情報は、こちらのホームページをご覧ください。
【国立研究開発法人情報通信研究機構】https://www.nict.go.jp/
【日本標準時グループ】http://jjy.nict.go.jp/
※標準電波は国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が運用しています。

電波時計の使用環境について
電波時計は、テレビやラジオと同様に、電波を受信するものです。
以下のような環境では受信できない場合があります。

H5250124　BS2003-080001A

PHS・IP 電話・公衆電話からは

https://casio.jp/support/contact/before/

2020 Spring & Summer Collection



揺 れるヤシの 木 、 照りつける太 陽 、 澄 み 渡る青 い 空 、 近 づく銀 の 海 。

特 別 な 場 所で 刻まれた 時 間 は 永 遠 の 宝 物 。

今 年 の 夏 はどこに行こう？

 

ワクワクが止まらないガールズにはもっとカラフル、もっとポップな BABY-G、

自立した 大 人 の 女 性 にはクー ルでスタイリッシュな G - M S を。

 

アクティブ に楽しむ 機 能 が 詰まったタフでおしゃれなウオッチがあれ ば

今 年 の 夏もまた 、 忘 れられない 季 節 になりそう。

今しかない時を刻む、

忘れられないサマータイム



ラウンドシェイプとパステルカラーがポップな「BGA-270」。
異なるパーツを組み合わせた２体ベゼルを採用したこの夏イチオシのモデル。
電波ソーラーモデルの「BGA-2700」にも注目！

BGA-270・2700 Series

BGA-270-2AJF
¥13,500 (税込 ¥14,850)

BGA-2700-1AJF
¥21,500 (税込 ¥23,650)

BGA-270-4AJF
¥13,500 (税込 ¥14,850)

BGA-2700-4AJF
¥21,500 (税込 ¥23,650)

BGA-2700-2AJF
¥21,500 (税込 ¥23,650)

BGA-270M-7AJF
¥14,500 (税込 ¥15,950)

#this_summer #babyg_ jp #colorful #fun #1st_trip #BFF

 BGA-270-1AJF
¥13,500 (税込 ¥14,850)

<共通仕様>  ●耐衝撃構造 ●10気圧防水 ●ワールドタイム48都市 ●ストップウオッチ ●タイマー ●時刻アラーム ●操作音
ON/OFF切替機能 ●LEDライト（スーパーイルミネーター）  <BGA-2700> ●タフソーラー ●自動的に時刻を修正する電波時
計（マルチバンド6：日本/中国/北米/欧州地域対応）  ※4月発売予定

[  電 波 ソ ー ラ ー モ デ ル  ]

BGA-270M-7AJF
マーブル成形はすべての製品で色や柄に
違いが出るのが特徴です。掲載商品の
色調は実物と異なります。

 NEW

 NEW

 NEW

 NEW

 NEW NEW NEW
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80’s Beach Colors
テーマは 80年代のアメリカ西海岸。
ビビッドなネオンカラー、パームツリーとサンセットが描かれたフェイスなど、
レトロでカラフルなデザインがノスタルジックな夏の思い出に華を添えてくれそう。

#this_summer #babyg_ jp #beach #colors

BGD-570BC-3JF
¥9,500 (税込 ¥10,450)

BGD-570BC-4JF
¥9,500 (税込 ¥10,450)

BGD-560BC-7JF
¥9,500 (税込 ¥10,450)

BGD-560BC-9JF
¥9,500 (税込 ¥10,450)

<BGD-560BC/570BC> ●耐衝撃構造 ●20気圧防水 ●ワールドタイム48都市 ●ストップウオッチ ●タイマー ●時刻アラーム ●操作音ON/OFF切替機能 ●ELバックライト  ※5月発売予定

BGA-250-2A2JF
¥13,000 (税込 ¥14,300)

BGA-2500-1A2JF
¥21,000 (税込 ¥23,100)

BGA-250-1AJF
¥13,000 (税込 ¥14,300)

BGA-2500-7AJF
¥21,000 (税込 ¥23,100)

<共通仕様> ●耐衝撃構造 ●10気圧防水 ●ストップウオッチ ●タイマー ●時刻アラーム  <BGA-250> ●ワールドタイム27都市 ●ネオンイルミネーター（紫外線領域発光のLEDライト）  <BGA-
2500> ●タフソーラー ●自動的に時刻を修正する電波時計（マルチバンド6：日本/中国/北米/欧州地域対応） ●ワールドタイム48都市 ●操作音ON/OFF切替機能 ●ダブルLEDライト（文字板：ネオ
ンイルミネーター/液晶：スーパーイルミネーター、フルオートライト機能付き）  ※BGA-250-1A3JF/2A2JF、BGA-2500-1A2JFのみ4月発売予定

[  電 波 ソ ー ラ ー モ デ ル  ]

Beach Traveler Series
太陽の光を反射する貝殻をイメージしたピンクフェイスに
錨モチーフの時分針、きらめく海面のようなメタリックインデックス。
ビーチの世界観満載のウオッチは、つけるだけで夏の気分がアガる。

#this_summer #babyg_ jp #beach #camera

BGA-250-1A3JF
¥13,000 (税込 ¥14,300)

ネオンイルミネーター
※ネオンイルミネーターはモデルごとに
　光り方が異なります。
※写真はBGA-250-1AJFです。

 NEW

 NEW

 NEW  NEW  NEW  NEW  NEW
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BA-110SC-4AJF
¥15,000 (税込 ¥16,500)

BA-110SC-7AJF
¥15,000 (税込 ¥16,500)

BA-110SC-2AJF
¥15,000 (税込 ¥16,500)

<BA-110SC> ●耐衝撃構造 ●10気圧防水 ●ワールドタイム48都市 ●ストップウオッチ ●タイマー ●時刻アラーム 
●操作音ON/OFF切替機能 ●LEDライト  ※5月発売予定

BLX-560-2JF
¥9,500 (税込 ¥10,450)

BLX-570-4JF
¥9,500 (税込 ¥10,450)

BLX-560-3JF
¥9,500 (税込 ¥10,450)

BLX-570-7JF
¥9,500 (税込 ¥10,450)

BAX-100-1AJF
¥13,000 (税込 ¥14,300)

BLX-560-7JF
¥9,500 (税込 ¥10,450)

BAX-100-7AJF
¥13,000 (税込 ¥14,300)

<共通仕様> ●耐衝撃構造 ●タイドグラフ ●ストップウオッチ ●タイマー ●時刻アラーム ●操作音ON/OFF切替機能  <BLX-560/570> ●20気圧防水 ●ワールドタイム48都市 ●ムーンデータ 
（月齢のみ） ●ELバックライト  <BAX-100> ●10気圧防水 ●デュアルタイム ●ムーンデータ（月齢・月の形表示） ●LEDライト（スーパーイルミネーター、オートライト機能付き）

タイドグラフなどサーフライダーのための機能を搭載した毎年人気の「ジーライド」は、カラー、フォルムとも豊富に展開。
海はもちろん街でも楽しめそうなデザインばかり。さあ、あなたはどれを選ぶ？

浜辺に打ち上げられた美しいシーグラスをモチーフに、マットスケルトンのケースとバンドが爽やかな新作。
まるでビーチジュエリーのようなウオッチは、ガーリーなコーディネートによく似合う。

G -LID ESea Glass Colors
#this_summer #babyg_ jp #beach #sweets #seaglass #this_summer #babyg_ jp #beach #wave #surfing

 NEW NEW  NEW

シーグラスとは？
「浜辺の宝石」とも呼ばれ、割れたビン等の
かけらが長い年月をかけて波に揉まれて丸み
を帯び、美しいすりガラス状になったもの。
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BA-110TM-7AJF
¥15,000 (税込 ¥16,500)

BA-110TM-1AJF
¥15,000 (税込 ¥16,500)

<BA-110TM> ●耐衝撃構造 ●10気圧防水 ●ワールドタイム48都市 ●ストップウオッチ ●タイマー ●時刻アラーム ●操作音ON/OFF切替機能 ●LEDライト  ※6月発売予定

Lightning Yellow SeriesDecora Style
G-SHOCK/BABY-Gがサポートするトップアスリートチームのために作られたスペシャルモデル。
強さと俊敏さの象徴である稲妻モチーフとインパクト抜群のバイカラーで、アスリート達を応援します。

世界が注目するジャパニーズポップカルチャーを表現したその名も「デコラ・スタイル」。
大ぶりな文字板にポップなカラーを散りばめたエッジーなデザインは、ストリートでも目を惹くこと間違いなし。

#this_summer #babyg_ jp #decorative #kawaii #pop #this_summer #babyg_ jp #sports #skateboard

 NEW  NEW

Team BABY-G

西村碧莉 Aori Nishimura
東京都出身。ハンドレールやステアを果敢に攻
めるスタイルで女性スケートコミュニティの発
展に尽力する逸材。グローバルな注目を集める
女性スケートボーダーとして日々スキルを磨い
ている。

BGD-560TG-9JF
¥10,500 (税込 ¥11,550)

DW-5600TGA-9JF
¥12,000 (税込 ¥13,200)

DW-6900TGA-9JF
¥12,000 (税込 ¥13,200)

<共通仕様> ●耐衝撃構造 ●20気圧防水 ●ストップウオッチ ●タイマー ●時刻アラーム ●ELバックライト  <BGD-560TG> ●ワールドタイム48都市 ●操作音ON/OFF切替機能  <DW-5600TGA/ 
6900TGA> ●報音フラッシュ機能  ※6月発売予定

■バンド印刷
（DW-5600TGA/6900TGA）
＊写真はDW-5600TGA-9JF です。

■ライト点灯時の絵柄

D E TAI L

 NEW  NEW  NEW
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BSA-B100MC-4AJF
¥15,500 (税込 ¥17,050)

BSA-B100-1AJF
¥15,500 (税込 ¥17,050)

BGS-100SC-2AJF
¥15,500 (税込 ¥17,050)

BSA-B100MC-8AJF
¥15,500 (税込 ¥17,050)

BGS-100SC-4AJF
¥15,500 (税込 ¥17,050)

BGS-100SC-7AJF
¥15,500 (税込 ¥17,050)

<BSA-B100/B100MC/B100MT> ●耐衝撃構造 ●10気圧防水 ●モバイルリンク機能（対応携帯電話とのBluetooth®通信による機能連動） ●歩数計測機能（歩数表示範囲：0～999,999歩、目
標達成率表示、ステップリマインダー機能、歩数グラフ、ステップインジケーター表示、パワーセービング機能） ●デュアルタイム ●ストップウオッチ（24時間計、ラップ/スプリット付き、計測データを最大
200本メモリー、ターゲットタイム報知機能付き、ターゲット報知を10本までセット可能） ●タイマー ●時刻アラーム ●操作音ON/OFF切替機能 ●ダブルLEDライト（スーパーイルミネーター、オート
ライト機能付き）  ※BSA-B100MC/B100MTのみ6月発売予定

<BGS-100SC> ●耐衝撃構造 ●10気圧防水 ●歩数計測機能（歩数表示範囲：0～999,999歩、
歩数ヒストリー表示、目標達成率表示、ステップリマインダー機能、歩数グラフ、ステップインジケータ
ー表示、パワーセービング機能） ●デュアルタイム ●ストップウオッチ（24時間計、ラップ付き、前回計
測ラップデータを最大30本メモリー） ●タイマー ●時刻アラーム ●操作音ON/OFF切替機能 ●ダ
ブルLEDライト（スーパーイルミネーター） 

For Sports
多数のアクティブな機能を搭載したスポーツラインからニューカラーが登場。
人気のスポーツウエアに着想を得たスモーキートーンは、ワークアウトで自分を磨く女性の手元をスタイリッシュに彩る。

D E TAI L

S T E P  T R A C K E R  /  L A PS M A R T P H O N E  L I N K

BABY-G Connected スマートフォンリンク

1日4回スマートフォンを介して時刻を自動修正。 
タイムゾーンを越えた場合は、ワンプッシュで現地時刻を表示。

○ステップトラッカー（歩数計測機能）
５段階運動強度付き歩数ログ（日）、消費カロリー、
目標歩数設定、ステップリマインダー設定など

○ストップウオッチ
計測データ保管、ターゲットタイム設定転送など

○タイマー
メニュー作成、転送

○携帯電話探索

スマートフォンと通信接続を行うには、
専用アプリ「BABY-G Connected」のインストールが必要です。
Bluetooth®が搭載されている端末に限ります。

BABY-G Connected
計測機能をアプリで簡単管理

#this_summer #babyg_ jp #sports #smartphone #workout

 NEW  NEW

BSA-B100MT-1AJF
¥16,500 (税込 ¥18,150)

 NEW

ステップトラッカー
（歩数計測機能）
内蔵の3軸加速度センサーにより、着用時
に動き始めると自動的に歩数計測を開始。
液晶で歩数と1時間ごとの歩数グラフ、秒
針で目標達成率を表示。ジョギングやラン
ニングに役立つ。

ステップ
リマインダー機能
一定時間の間に歩行が少ないと7時側のス
テップインジケーター・デジタル部と電子音
でお知らせ。
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BGR-3003-1JF
¥19,000 (税込 ¥20,900)

BGD-5700-1JF
¥18,000 (税込 ¥19,800)

BA-110BC-1AJF
¥15,000 (税込 ¥16,500)

BA-130-7A1JF
¥15,000 (税込 ¥16,500)

BG-5606-7BJF
¥8,500 (税込 ¥9,350)

BG-169R-1BJF
¥11,500 (税込 ¥12,650)

BGA-1100GR-7BJF
¥23,000 (税込 ¥25,300)

BGD-5000-1BJF
¥18,000 (税込 ¥19,800)

BGD-5700-2JF
¥18,000 (税込 ¥19,800)

BA-110-7A1JF
¥15,000 (税込 ¥16,500)

BGA-190GL-7BJF
¥16,000 (税込 ¥17,600)

BGA-152-7B2JF
¥13,500 (税込 ¥14,850)

BGA-260SC-4AJF
¥13,000 (税込 ¥14,300)

BGD-560-1JF
¥9,500 (税込 ¥10,450)

BGA-1050-7BJF
¥22,000 (税込 ¥24,200)

BGD-5000-7JF
¥18,000 (税込 ¥19,800)

<共通仕様> ●耐衝撃構造 ●ストップウオッチ ●タイマー ●時刻アラーム  <BA-110BC/110/130> ●10気圧防水 ●ワールドタイム48都市 ●操作音ON/OFF切替機能 ●LEDライト  <BGA-
152> ●10気圧防水 ●ワールドタイム27都市 ●LEDライト  <BGA-190GL> ●10気圧防水 ●ワールドタイム48都市 ●操作音ON/OFF切替機能 ●LEDライト  <BGA-260SC> ●10気圧防
水 ●ワールドタイム27都市 ●LEDライト（スーパーイルミネーター）  <BG-169R> ●20気圧防水 ●電話番号を最大25件メモリー ●ワールドタイム30都市 ●デイカウンター ●操作音ON/OFF
切替機能 ●ELバックライト  <BG-5606> ●10気圧防水 ●ワールドタイム48都市 ●操作音ON/OFF切替機能 ●ELバックライト  <BGD-560> ●20気圧防水 ●ワールドタイム48都市 ●操作
音ON/OFF切替機能 ●ELバックライト

<共通仕様> ●耐衝撃構造 ●タフソーラー ●自動的に時刻を修正する電波時計（マルチバンド6：日本/中国/北米/欧州地域対応） ●ワールドタイム48都市 ●ストップウオッチ ●タイマー ●時刻
アラーム ●操作音ON/OFF切替機能  <BGA-1100GR/1050> ●10気圧防水 ●LEDライト  <BGR-3003、BGD-5700/5000> ●20気圧防水 ●ELバックライト

BABY-G定番のベーシックモデル。フォルム、カラー、デザインなど豊富にラインアップされたバリエーションの中から、
自分だけのお気に入りのモデルを探してみて！

B A S I C
#this_summer #babyg_ jp #beach #fashion #ootd

[  電 波 ソ ー ラ ー モ デ ル  ]
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MSG-W300-7AJF
¥30,000 (税込 ¥33,000)

MSG-W300G-5AJF
¥32,000 (税込 ¥35,200)

MSG-W300CB-1AJF
¥38,000 (税込 ¥41,800)

MSG-W300G-7AJF
¥32,000 (税込 ¥35,200)

MSG-W300CG-5AJF
¥38,000 (税込 ¥41,800)

<共通仕様> ●耐衝撃構造 ●10気圧防水 ●タフソーラー ●自動的に時刻を修正する電波時計（日本/中国地域対応）  <MSG-W300CB/W300CG> ●ステンレスムク/樹脂コンポジットバンド   
※MSG-W300/W300Gのみ5月発売予定　

MSG-W30 0 Series
大人の女性のための人気モデル「ジーミズ」。ミラー加工のベゼル、スタッズモチーフのインデックスなど、
照りつける太陽を反射するディテールが魅力の新作は、上品で優雅な大人のリゾートスタイルに最適。

#this_summer #GMS #resort #vacation #women

 NEW NEW NEW

[  電 波 ソ ー ラ ー モ デ ル  ]
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MSG-W200CG-1AJF
¥36,000 (税込 ¥39,600)

MSG-W200-2AJF
¥28,000 (税込 ¥30,800)

MSG-W200CG-4AJF
¥36,000 (税込 ¥39,600)

MSG-W200G-1A2JF
¥30,000 (税込 ¥33,000)

MSG-W100-7A2JF
¥30,000 (税込 ¥33,000)

MSG-W200CG-5AJF
¥36,000 (税込 ¥39,600)

MSG-W200G-7AJF
¥30,000 (税込 ¥33,000)

MSG-W100G-1AJF
¥32,000 (税込 ¥35,200)

<共通仕様> ●耐衝撃構造 ●10気圧防水 ●タフソーラー ●自動的に時刻を修正する電波時計（マルチバンド6：日本/中国/北米/欧州地域対応） ●ワールドタイム48都市 ●ストップウオッチ 
●タイマー ●時刻アラーム ●操作音ON/OFF切替機能  <MSG-W200CG> ●LEDライト（スーパーイルミネーター） ●ステンレスムク/樹脂コンポジットバンド  <MSG-W200/W200G> 
●LEDライト（スーパーイルミネーター）  <MSG-W100/W100G> ●ダブルLEDライト（スーパーイルミネーター、フルオートライト機能付き）

MSG-W20 0・W10 0 Series
毎シーズン、型、カラーとも豊富に展開される「ジーミズ」。
シンプルで、クールで、タフで、知性的な魅力満載のモデルの数々。
オンからオフまで、しなやかに生きる大人の女性を多彩に演出してくれる。

#this_summer #GMS #resort #vacation #women

[  電 波 ソ ー ラ ー モ デ ル  ]
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MSG-S500-7AJF
¥24,000 (税込 ¥26,400)

MSG-S500G-1AJF
¥26,000 (税込 ¥28,600)

MSG-S500G-7A2JF
¥26,000 (税込 ¥28,600)

MSG-S500G-7AJF
¥26,000 (税込 ¥28,600)

MSG-S500G-2AJF
¥26,000 (税込 ¥28,600)

<MSG-S500G/S500> ●耐衝撃構造 ●10気圧防水 ●ソーラー充電システム  ※MSG-S500G-7A2JF/2AJFのみ5月発売予定

MSG-S50 0  Series
マニッシュな文字板に華やかなメタルケース。
都会的で洗練されたデザインが光る本作は、カジュアルな表情を見せる樹脂バンドもポイント。
日常使いにピッタリのシンプルな機能はギフトにもオススメ。

#this_summer #GMS #resort #vacation #women

 NEW  NEW
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STEP TRACKER / B

G-SQUAD　3 #babyg_jpCasioBabyGJapanbabyg_jp

プリセットされた世界の都市と特定エリアの時刻をカンタ
ンに表示する機能。旅行や出張時だけでなく、国際電話を
かけるときなど、海外の時刻をすぐに確認したいときにも
重宝します。

太陽光はもちろん蛍光灯などの光も動力にする、カシオ
独自のソーラー充電システムを搭載。時刻表示をはじめ、
アラームやライトなど多くの機能を安定駆動します。

標準電波を受信し自動的に時刻を修正するので時刻合
わせの手間を軽減。北米、欧州、中国対応のマルチバンド
６なら海外旅行でも大活躍。サマータイムにも対応してい
ます。

専用アプリを使用すれば、スマートフォンとのリンクも可能に。
日頃の様々な運動の記録がスマートフォンでも管理できる
ので、ワークアウトにピッタリの機能です。

内蔵の3軸加速度センサーにより、着用時に動き始めると
自動的に歩数計測を開始。歩数や1時間ごとの歩数グラフ
はもちろん、設定した歩数に対する目標達成率も確認でき、
日常の運動量管理に大活躍。

サーフィンを楽しむ人なら誰もが知りたい、現在のサー
フポイントの潮 汐 情 報を簡 単に確 認することができる
機能。1時間ごとや任意の日付の波の状態もわかるの
で便利。

World TimeTough Solar
ワールドタイム

Radio Controlled
電波受信機能 タフソーラー

BABY-Gはすべて10気圧以上の防水機能を搭載。水仕
事や水泳、スキンダイビングなどのシーンでも使用可能。
※スクーバダイビングには使用できません。

ボタンを押すとライトが点灯し、暗い場所でも時間が確認
できます。アウトドアや夜の外出にも大活躍の機能です。

衝撃や振動に強いタフボディだから、日常生活でもスポー
ツシーンでも思いきりアクティブに。落としたりぶつけたりし
ても壊れにくい、カシオ独自の構造です。

Shock Resistant
耐衝撃構造

Light
ライト機能

Water Resistant
防水機能

Mobile LinkTide Graph
タイドグラフ

Step Tracker 
歩数計測機能 モバイルリンク機能

BABY-Gが発信するオリジナルウェブマガジン『Girl 's PARTY!』。

ファッション、スポーツ、カルチャー、ニュースなど毎日をワクワクさせてくれるコンテンツを随時配信しているほか、

トレンドスタイルや要注目パーソンなどもUPされているのでぜひチェックを。 

公式Instagramと公式Facebookでは、スタイル、プロダクト、イベントなどのBABY-Gにまつわる情報を発信中。

フォローして毎日を楽しむアイディアをゲットしよう。

BABY-G FUNCTIONBABY-G FUNCTION

Girl ’s  PARTY!Girl ’s  PARTY!

baby-g.jp/girlsparty

FOLLOW US!FOLLOW US!
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