
左

Piping
パイピングをアクセントにあしらったシリーズが登場。

女性らしさが香るデザインで、清潔感のある色合いも特長です。

style no.1

右

ALL SEASON COLLECTION
2019 

Part 1

Clean

チュニック
BCD8102-15  ホワイト
¥19,500 +税
ポリエステル100%　
リボン付き

テーパードパンツ
BCP6102-16  ブラック
¥18,500 +税
ポリエステル86%、ポリウレタン14%
股下は63cmに裾上げ済みです。

医療コンシェルジュ ／ サービスカウンター ／ サロンスタッフ

取り外し可能な
プリントリボン付き。

Print Ribbon

前中心をずらした
アシンメトリーな
デザインがオシャレ。

Asymmetry

part.1 CLEAN

防汚加工

Point

吸汗速乾
ストレッチ

透け防止
静電気防止

ループに通すだけで
簡単に着脱できるプ
リントリボン付き。

ループに通すだけで
簡単に着脱できるプ
リントリボン付き。

ループに通すだけで簡
単に着脱できるプリン
トリボン付き。

チュニック
BCD8102-14  オーキッド
¥19,500 +税
ポリエステル100%　
リボン付き

チュニック
BCD8102-16  ブラック
¥19,500 +税
ポリエステル100%　
リボン付き

パンツ
BCP6103-16  ブラック
¥18,500 +税
ポリエステル86%、ポリウレタン14%

 

 

タイトスカート
BCS2107-16  ブラック
¥13,500 +税
ポリエステル86%、ポリウレタン14%

 

 

002 003



左 右

チュニック
BCD8103-14  オーキッド
¥17,000 +税
ポリエステル100%

テーパードパンツ
BCP6102-16  ブラック
¥18,500 +税
ポリエステル86%、ポリウレタン14%
股下は63cmに裾上げ済みです。

チュニック
BCD8103-16  ブラック
¥17,000 +税
ポリエステル100%

 

 

 

 

パンツ
BCP6103-16  ブラック
¥18,500 +税
ポリエステル86%、ポリウレタン14%

 

 

チュニック
BCD8103-15  ホワイト
¥17,000 +税
ポリエステル100%

 

 

 

 

テーパードパンツ
BCP6102-16  ブラック
¥18,500 +税
ポリエステル86%、ポリウレタン14%
股下は63cmに裾上げ済みです。

 

 

スカーフブローチ
BCA9112-6  ブルー
¥4,500 +税
ポリエステル100%
ブローチピン付き

フロントとサイドに
ファスナーがあるので
チュニック丈でも着脱がラク。

Zip Up

脚さばきがいい
ラップデザイン。

Wrap Design

医療コンシェルジュ ／ サービスカウンター ／ サロンスタッフ

part.1 CLEAN

004 005



左

右

タイトスカート
BCS2107-16  ブラック
¥13,500 +税
ポリエステル86%、ポリウレタン14%

プルオーバー
BCD8101-14  オーキッド
¥16,000 +税
ポリエステル100%　
リボン付き

タイトスカート
BCS2107-16  ブラック
¥13,500 +税
ポリエステル86%、ポリウレタン14%

プルオーバー
BCD8101-16  ブラック
¥16,000 +税
ポリエステル100%　
リボン付き

プルオーバー
BCD8101-15  ホワイト
¥16,000 +税
ポリエステル100%　
リボン付き

 

 

 

 

テーパードパンツ
BCP6102-16  ブラック
¥18,500 +税
ポリエステル86%、ポリウレタン14%
股下は63cmに裾上げ済みです。

 

 

同色のサテンリボンが
さりげないアクセントに。

Ribbon

光沢のあるベージュの
パイピングラインが
上品な印象。

Piping Line

後ろが長い
ペプラムデザインで
ヒップラインをカバー。

Peplum

医療コンシェルジュ ／ サービスカウンター ／ サロンスタッフ

part.1 CLEAN

ブローチタイプの同色
サテンリボン付き。

006 007



左 右

ワンピース
BCO5108-14  オーキッド
¥20,000 +税
ポリエステル100%

 

 

 

 

スカーフ
BA9129-9  ピンク
¥4,500 +税
ポリエステル100%
巾58cm／長さ58cm

ワンピース
BCO5108-15  ホワイト
¥20,000 +税
ポリエステル100%

 

 

 

 

スカーフブローチ
BCA9111-6  ブルー
¥4,500 +税
ポリエステル100%
ブローチピン付き

ワンピース
BCO5108-16  ブラック
¥20,000 +税
ポリエステル100%

ウエストを切替えた
メリハリのあるデザイン。

Belt Design

スタイルアップが叶う
Aラインシルエット。

Silhouette

医療コンシェルジュ ／ サービスカウンター ／ サロンスタッフ

part.1 CLEAN

008 009



防汚加工

撥水・撥油性能に優れたSG（ソ
イルガード）加工を付与。汚れか
ら制服を守ってくれるから、いつ
でも清潔に着られます。

左 右

ニュアンスある優しいカラーで柔らかな女性らしさを演出します。
ラインをきれいに見せるブラックの切替えで品のある都会的な印象に。

Two-tone
style no.2

ワンピース
BCO5109-15  ホワイト×ブラック
¥26,000 +税
ポリエステル86%、ポリウレタン14%

スカーフブローチ
BCA9111-3  レッド
¥4,500 +税
ポリエステル100%
ブローチピン付き

チュニック
BCD8105-15  ホワイト×ブラック
¥20,000 +税
ポリエステル86%、ポリウレタン14%

パンツ
BCP6103-16  ブラック
¥18,500 +税
ポリエステル86%、ポリウレタン14%

スカーフ
BCA9109-3  レッド
¥5,200 +税
ポリエステル100%
巾12cm／長さ150cm

プルオーバー
BCD8104-15  ホワイト×ブラック
¥19,000 +税
ポリエステル86%、ポリウレタン14%

Aラインスカート
BCS2106-16  ブラック
¥13,500 +税
ポリエステル86%、ポリウレタン14%

スカーフブローチ
BCA9112-3  レッド
¥4,500 +税
ポリエステル100%
ブローチピン付き

ビューティーアドバイザー ／ ショールームアドバイザー ／ カーディーラー ／ サロンスタッフ

part.1 CLEAN

010 011



左

右チュニック
BCD8105-1  ベージュ×ブラック
¥20,000 +税
ポリエステル86%、ポリウレタン14%

テーパードパンツ
BCP6102-16  ブラック
¥18,500 +税
ポリエステル86%、ポリウレタン14%
股下は63cmに裾上げ済みです。

ワンピース
BCO5109-1  ベージュ×ブラック
¥26,000 +税
ポリエステル86%、ポリウレタン14%

ビューティーアドバイザー ／ ショールームアドバイザー ／ カーディーラー ／ サロンスタッフ

part.1 CLEAN

プルオーバー
BCD8104-1  ベージュ×ブラック
¥19,000 +税
ポリエステル86%、ポリウレタン14%

タイトスカート
BCS2107-16  ブラック
¥13,500 +税
ポリエステル86%、ポリウレタン14%

スカーフ
BCA9110-3  レッド
¥5,200 +税
ポリエステル100%
巾12cm／長さ150cm

012 013



左 右

軽量で通気性のあるメッシュ地に幾何柄をプリント。
ブラックのトリミングが印象的で、着脱しやすいフロントジップもポイントです。

Geometry print
style no.3

ソフトジャケット
BCJ0705-37  モノトーン×ブルー
¥26,000 +税
ポリエステル100%

ソフトジャケット
BCJ0705-37  モノトーン×ブルー
¥26,000 +税
ポリエステル100%

スカーフ
BA9136-6  ブルー
¥4,500 +税
ポリエステル100%
巾14cm／長さ100cm

ワイドパンツ
BCP6700-16  ブラック
¥18,000 +税
ポリエステル70%　アセテート30%

ソフトジャケット
BCJ0705-39  モノトーン×ピンク
¥26,000 +税
ポリエステル100%

Aラインスカート
BCS2703-16  ブラック
¥14,000 +税
ポリエステル70%　アセテート30%

スカーフ
BA9136-9  ピンク
¥4,500 +税
ポリエステル100%
巾14cm／長さ100cm

医療コンシェルジュ ／ サロンスタッフ ／ ビューティーアドバイザー

part.1 CLEAN

014 015



左 中 右 左 右中

光沢糸の輝きが爽やかなサマーツイード素材のレディススーツ。
ウエストに入ったパイピングでスタイルアップも期待できます。

Tweed
style no.4

Gray Beige Navy

ジャケット
BCJ0111-2  グレイ
¥25,000 +税
ポリエステル100%

 

Aラインスカート
BCS2105-2  グレイ
¥13,000 +税
ポリエステル100%

 

Aラインスカート
BCS2105-2  グレイ
¥13,000 +税
ポリエステル100%

 

半袖ブラウス
RB4550-15  ホワイト
¥5,100 +税
ポリエステル100% 
長袖RB4156、七分袖RB4700も
あります。

 

スカーフ
BA9136-9  ピンク
¥4,500 +税
ポリエステル100%
巾14cm／長さ100cm

ベスト
BCV1102-2  グレイ
¥16,500 +税
ポリエステル100%

 

半袖ブラウス
RB4559-15  ホワイト
¥4,900 +税
ポリエステル100%
長袖RB4165もあります。

 

 

スカーフ
BCA9109-9  ピンク
¥5,200 +税
ポリエステル100%
巾12cm／長さ150cm

ベスト
BCV1102-1  ベージュ
¥16,500 +税
ポリエステル100%

 

マーメイドスカート
AS2279-16  ブラック
¥11,000 +税
ポリエステル100%

 

衿ぐり切替え七分袖ニット
BCK7102-15  ホワイト
¥6,900 +税
ポリエステル100%
半袖BCK7302もあります。

 

 

 

スカーフ
BCA9110-3  レッド
¥5,200 +税
ポリエステル100%
巾12cm／長さ150cm

ジャケット
BCJ0111-1  ベージュ
¥25,000 +税
ポリエステル100%

 

Aラインスカート
BCS2105-1  ベージュ
¥13,000 +税
ポリエステル100%

 

ラウンドネック半袖ニット
BCK7300-15  ホワイト
¥6,800 +税
ポリエステル73%　トリアセテート27%
前身頃2枚重ね
長袖BCK7100もあります。

 

 

ラウンドネック半袖ニット
BCK7300-15
ホワイト
¥6,800 +税
ポリエステル73%　
トリアセテート27%
前身頃2枚重ね
長袖BCK7100もあります。

 

 

スカーフ
BCA9109-13
オレンジ
¥5,200 +税
ポリエステル100%
巾12cm／長さ150cm

ジャケット
BCJ0111-8  ネイビー
¥25,000 +税
ポリエステル100%

 

Aラインスカート
BCS2105-8  ネイビー
¥13,000 +税
ポリエステル100%

 

Aラインスカート
BCS2105-8  ネイビー
¥13,000 +税
ポリエステル100%

 

ベスト
BCV1102-8  ネイビー
¥16,500 +税
ポリエステル100%

 

半袖ブラウス
RB4552-15  ホワイト
¥7,300 +税
ポリエステル100% 
長袖RB4158もあります。

 

 

スカーフブローチ
BCA9111-6  ブルー
¥4,500 +税
ポリエステル100%
ブローチピン付き

ホテルコンシェルジュ ／ 企業のインフォメーション ／ ショールームアドバイザー ／ カーディーラー

part.1 CLEAN

016 017



ホテルコンシェルジュ ／ 企業のインフォメーション／ 医療コンシェルジュ

長袖ブラウス
RB4156-15  ホワイト
¥5,300 +税
ポリエステル100% 
半袖RB4550、七分袖RB4700もあります。

 

スカーフ
BA9129-9  ピンク
¥4,500 +税
ポリエステル100%
巾58cm／長さ58cm

ホテルコンシェルジュ ／ ウエディングプランナー ／ 企業のインフォメーション

左 中 右

右

White

ホワイトとブラックのクラシカルなスーツ。
細部にまでこだわった上品なデザインと、風合い豊かでリッチな表情がポイント。

Luxury Tweed
style no.5

左

Black

ジャケット
BCJ0107-15  ホワイト
¥35,000 +税
ポリエステル71%　毛29%

 

マーメイドスカート
BCS2101-15  ホワイト
¥17,000 +税
ポリエステル71%　毛29%

 

スカーフ
BA9133-1  ベージュ
¥5,000 +税
ポリエステル100%
シュシュ付き
巾20cm／長さ100cm　

ジャケット
BCJ0106-15  ホワイト
¥35,000 +税
ポリエステル71%　毛29%

 

タイトスカート
BCS2102-15  ホワイト
¥16,000 +税
ポリエステル71%　毛29%

 

長袖ブラウス
RB4147-1  ゴールド
¥12,000 +税
ポリエステル100%

ジャケット
BCJ0107-16  ブラック
¥35,000 +税
ポリエステル71%　毛29%

 

タイトスカート
BCS2102-16  ブラック
¥16,000 +税
ポリエステル71%　毛29%

 

タイトスカート
BCS2102-16  ブラック
¥16,000 +税
ポリエステル71%　毛29%

 

スカーフ
BA9139-6  ブルー
¥4,900 +税
ポリエステル100%
巾24cm／長さ138cm

ジャケット
BCJ0106-16  ブラック
¥35,000 +税
ポリエステル71%　毛29%

 

マーメイドスカート
BCS2101-16  ブラック
¥17,000 +税
ポリエステル71%　毛29%

 

長袖ブラウス
RB4156-15  ホワイト
¥5,300 +税
ポリエステル100% 
半袖RB4550、七分袖RB4700もあります。

 

スカーフ
BA9129-9  ピンク
¥4,500 +税
ポリエステル100%
巾58cm／長さ58cm

ベスト
BCV1100-16  ブラック
¥18,500 +税
ポリエステル71%　毛29%

長袖ブラウス
RB4165-15  ホワイト
¥5,100 +税
ポリエステル100%
半袖RB4559もあります。

 

 

スカーフ
BA9136-3  レッド
¥4,500 +税
ポリエステル100%
巾14cm／長さ100cm

part.1 CLEAN

018 019

019



モダンな雰囲気のグラデーションブロックが、ウエストを
キュッとシェイプさせすっきりとした印象に導きます。

Square Dot
style no.1

一枚着るだけで完成する、デザイン性の高いプルオ
ーバー。モダンな雰囲気のグラデーションブロック
プリントは、シャドー効果でウエスト部分がシェイ
プされ、すっきり見えも期待できます。生地は、動き
やすく通気性のあるメッシュ組織のニットを採用。
ストレスなく着られて快適です。

すっきり見 えも 期 待 できる
グラ デーションブロック

後ろファスナーは下まで
大きく開閉するので、着
脱もスムーズに行えます。

後ろファスナー開き
Point 1

汗脇パット
脇部分には吸水速乾性・抗
菌防臭性に優れた汗取り用
パットが付いています。

Point 2

胸元には名札を付けるた
めのループが付いている
ので制服を傷めません。

名札ループ
Point 3

両脇スリット
両脇に入ったスリットが腰まわりに
ゆとりを持たせるので、着心地快適。

Point 5

  

セールスアドバイザー ／ 商業施設のスタッフ ／ サロンスタッフ

ALL SEASON COLLECTION
2019 

Part 2

Modern

Navy Gray

Navy

七分袖プルオーバー
BCK7104-8  ネイビー
￥12,000＋税

ウエストと袖のアウトラ
インに大きめな柄を配置。
視覚効果でシェイプされ
すっきり見えます。

着やせの秘密
Point 4

七分袖プルオーバー
BCK7104-8  ネイビー
¥12,000 +税
ポリエステル100％

 

Aラインスカート
AS2310-8  ネイビー
¥11,000 +税
ポリエステル100％

 

 

スカーフブローチ
BCA9112-10  イエロー
¥4,500 +税
ポリエステル100%
ブローチピン付き

ポリエステル100%

020 021

part.2 MODERN



プランナー ／ ビューティーアドバイザー ／ インテリアコーディネイター

Gray

Navy

Gray

ライトジャケット
AJ0262-16  ブラック
¥18,500 +税
ポリエステル100％

 

裾上げらくらくパンツ
AP6244-16  ブラック
¥17,000 +税
ポリエステル100％
スナップで簡単に裾上げができます。

 

 

七分袖プルオーバー
BCK7104-2  グレイ
¥12,000 +税
ポリエステル100％

 

半袖プルオーバー
BCK7305-8  ネイビー
¥11,000 +税
ポリエステル100％

 

セミタイトスカート
AS2311-8  ネイビー
¥11,000 +税
ポリエステル100％

 

 

半袖プルオーバー
BCK7305-2  グレイ
¥11,000 +税
ポリエステル100％

 

セミタイトスカート
AS2311-16  ブラック
¥11,000 +税
ポリエステル100％

 

 

スカーフブローチ
BCA9115-14  パープル
¥4,500 +税
ポリエステル100%
クリップ＆ブローチピン付き

part.2 MODERN

022 023



ビューティーアドバイザー ／ ショールームアドバイザー ／ 保険のプランナー

裏地のない一重仕立てなの
で通気性が良く快適です。

ウエストのアジャスト分量が
サイズ変化に柔軟に対応。

（スカート5cm、パンツ6cm）

タテにもヨコにも伸びる伸
縮性抜群のニット素材です。

スカートは、左脇ファスナー
開きで脱ぎはきがスムーズ。

裾上げ方法

裾に目盛りの付いたテー
プとボタンがあり、縫わ
ずに裾上げが可能です。

Black

Navy

動きやすいニット素材を使用した
シンプルデザインのスーツシリーズ。
深みのあるブラックとネイビーで
上品な雰囲気に導いてくれます。

Utility knit
style no.2

長時間着用してもシワになりにくく、様々なシーンで
動きやすさを実感できるニット素材。通気性にも優
れているのでストレスなく着られます。さとうきびを
原料にした植物由来の合成繊維「バイオペット」を
34.5%使用。環境にも配慮した新シリーズです。

未 来 を 考え 環 境 にも 優しい
動 きや す い ニットスーツ

裏なし仕様
Point 1

ニット素材
Point 2

ウエストゴム
Point 3

左脇ファスナー
Point 4

ライトジャケット
AJ0262-8  ネイビー
¥18,500 +税
ポリエステル100％

 

Aラインスカート
AS2310-8  ネイビー
¥11,000 +税
ポリエステル100％

 

 

タック切替え半袖ニット
KK7808-15  ホワイト
¥5,900 +税
ポリエステル100%
長袖KK7502もあります。

 

 

七分袖プルオーバー
BCK7104-2  グレイ
¥12,000 +税
ポリエステル100％

 

裾上げらくらくパンツ
AP6244-16  ブラック
¥17,000 +税
ポリエステル100％
スナップで簡単に裾上げができます。

 

 

スカーフブローチ
BCA9111-4  グリーン
¥4,500 +税
ポリエステル100%
ブローチピン付き

part.2 MODERN

024 025

ライトジャケット
AJ0262-8 ネイビー

AJ0262-16 ブラック
￥18,500 +税

キュロット
AC3214-8 ネイビー

AC3214-16 ブラック
￥16,000 +税

Aラインスカート
AS2310-8 ネイビー

AS2310-16 ブラック
￥11,000 +税

セミタイトスカート
AS2311-8 ネイビー 

AS2311-16 ブラック
￥11,000 +税

裾上げらくらくパンツ
AP6244-8 ネイビー

AP6244-16 ブラック
￥17,000 +税

股下 75cm ～ 62cm
（最大 13cm）

特許 第 6337374 号



Yellow

上

右

White

ビューティーアドバイザー ／ ショールームアドバイザー ／ カーディーラー ／ パビリオンの案内係

インパクトあるファッション性の高さで見る人を惹きつける。
軽量感と伸縮性のあるハイブリット素材が

快適な着心地を実現します。

Future
style no.3

ワンピース
BCO5107-10  イエロー
¥38,000 +税
ポリエステル100%

 

 

ジャケット
BCJ0110-10  イエロー
¥35,000 +税
ポリエステル100%

 

 

Aラインスカート
BCS2104-10  イエロー
¥17,000 +税
ポリエステル100%

 

 

ラウンドネック長袖ニット
BCK7100-16  ブラック
¥7,000 +税
ポリエステル73%　トリアセテート27%
前身頃2枚重ね
半袖BCK7300もあります。

 

 

スカーフ
BA9136-10  イエロー
¥4,500 +税
ポリエステル100%
巾14cm／長さ100cm

ジャケット
BCJ0110-15  ホワイト
¥35,000 +税
ポリエステル100%

 

 

ラウンドネック長袖ニット
BCK7100-16  ブラック
¥7,000 +税
ポリエステル73%　トリアセテート27%
前身頃2枚重ね
半袖BCK7300もあります。

 

 

スカーフ
BA9136-6  ブルー
¥4,500 +税
ポリエステル100%
巾14cm／長さ100cm

下左

ワンピース
BCO5107-15  ホワイト
¥38,000 +税
ポリエステル100%

 

 

下右

ジャケット
BCJ0110-15  ホワイト
¥35,000 +税
ポリエステル100%

 

 

ワンピース
BCO5107-15  ホワイト
¥38,000 +税
ポリエステル100%

 

 

Aラインスカート
BCS2104-15  ホワイト
¥17,000 +税
ポリエステル100%

 

 

part.2 MODERN

026 027



ビューティーアドバイザー ／ ショールームアドバイザー ／ カーディーラー ／ パビリオンの案内係

Black

右

Jacket

One Piece

Red

左

上

ジャケット
BCJ0110-3  レッド
¥35,000 +税
ポリエステル100%

 

 

Aラインスカート
BCS2104-3  レッド
¥17,000 +税
ポリエステル100%

 

 

ラウンドネック長袖ニット
BCK7100-16  ブラック
¥7,000 +税
ポリエステル73%　トリアセテート27%
前身頃2枚重ね
半袖BCK7300もあります。

 

 

ワンピース
BCO5107-3  レッド
¥38,000 +税
ポリエステル100%

 

 

スカーフ
BA9136-3  レッド
¥4,500 +税
ポリエステル100%
巾14cm／長さ100cm

ジャケット
BCJ0110-16  ブラック
¥35,000 +税
ポリエステル100%

 

 

Aラインスカート
BCS2104-16  ブラック
¥17,000 +税
ポリエステル100%

 

 

ラウンドネック長袖ニット
BCK7100-16  ブラック
¥7,000 +税
ポリエステル73%　トリアセテート27%
前身頃2枚重ね
半袖BCK7300もあります。

 

 

スカーフ
BA9120-13  オレンジ
¥5,800 +税
シルク100%
巾14cm／長さ138cm

下右

下左

ワンピース
BCO5107-16  ブラック
¥38,000 +税
ポリエステル100%

 

 

ジャケット
BCJ0110-16  ブラック
¥35,000 +税
ポリエステル100%

 

 

ワイドパンツ
BCP6100-16  ブラック
¥19,000 +税
ポリエステル100%

 

 

ラウンドネック長袖ニット
BCK7100-15  ホワイト
¥7,000 +税
ポリエステル73%　トリアセテート27%
前身頃2枚重ね
半袖BCK7300もあります。

 

 

part.2 MODERN

028 029



ビューティーアドバイザー ／ ショールームアドバイザー ／ カーディーラー

左 右

アクセントにレッドを効かせた
モードなデザイン。

軽やかなラッセル素材と異素材のミックスで
着こなしに動きをもたらします。

Red Line
style no.4

ワンピース
BCO5703-16  ブラック
¥33,000 +税
ポリエステル100%

ソフトジャケット
BCJ0704-16  ブラック
¥26,000 +税
ポリエステル100%

ワンピース
BCO5703-16  ブラック
¥33,000 +税
ポリエステル100%

ソフトジャケット
BCJ0704-16  ブラック
¥26,000 +税
ポリエステル100%

Aラインスカート
BCS2703-16  ブラック
¥14,000 +税
ポリエステル70%　アセテート30%

part.2 MODERN

030 031



左

右

プルオーバー
BCD8701-16  ブラック
¥25,000 +税
ポリエステル100%

ワイドパンツ
BCP6700-16  ブラック
¥18,000 +税
ポリエステル70%　アセテート30%

part.2 MODERN

ビューティーアドバイザー ／ ショールームアドバイザー ／ カーディーラー032 033

プルオーバー
BCD8701-16  ブラック
¥25,000 +税
ポリエステル100%

Aラインスカート
BCS2702-16  ブラック
¥16,000 +税
ポリエステル100%

プルオーバー
BCD8701-16  ブラック
¥25,000 +税
ポリエステル100%

Aラインスカート
BCS2703-16  ブラック
¥14,000 +税
ポリエステル70%　アセテート30%



カッティング

屈んだ時に胸元が覗かない程
良いあきのカッティング。ウエ
ストにかけて、身体にフィット
する立体設計もポイント。

Point 1

汗脇パット

脇部分は吸水速乾性・抗菌防
臭性に優れた汗取り用パット
を付けました。忙しい日もエチ
ケット対策万全です。

Point 2
胸ポケット

左胸にはペンを挿せる深さの
ポケットが付いています。また
ネームプレートを付ける時も
便利です。

Point 4

両脇ポケット

タックの内側に入る脇縫いを
利用したポケットなのでスッ
キリもたつかないのに、深く使
える嬉しいデザイン。

Point 3

お客さまをサポートする、ウエディングドレスコー
ディネーター。絶妙なフレアー感による、ふんわりと
したシルエットは、座った時に脚が隠れる安心仕
様。インナーに長袖を合わせても、上からカーデを
羽織っても合わせを選ばないシンプルさも魅力。機
能的で美しいワンピースで華やかなサポート役に。

シンプルだからこそ 際 立 つ
作りの良さと 機 能 性

ふんわりとしたフレアー感が可憐な一枚。
計算されたカッティングやポケットの配置など、

働く上で重要な機能面も充実。

One-piece
style no.5

ワンピース
BCO5110-8  ネイビー
¥27,000 +税
ポリエステル100%

 

ワンピース
BCO5110-16  ブラック
¥27,000 +税
ポリエステル100%

 

part.2 MODERN

034 035ウエディングプランナー ／ ビューティーアドバイザー ／ カーディーラー

スカーフ
BCA9105-8  ローズ
¥6,300 +税
ポリエステル100%
シュシュ付き　
巾20cm／長さ100cm



ビューティーアドバイザー ／ ショールームアドバイザー ／ カーディーラー

印象的なバイカラーで存在感ある
ハイセンスな装いに。

美しいカッティングでしなやかな
女性らしいスタイルを叶えます。

Bi-color
style no.6

右

左

ワンピース
BCO5104-3  レッド×ブラック
¥36,000 +税
ポリエステル100%

 

ジャケット
BCJ0103-3  レッド×ブラック
¥33,000 +税
ポリエステル100%

ワンピース
BCO5104-3  レッド×ブラック
¥36,000 +税
ポリエステル100%

ワンピース
BCO5104-15  ホワイト×ブラック
¥36,000 +税
ポリエステル100%

 

スカーフ
BA9136-3  レッド
¥4,500 +税
ポリエステル100%
巾14cm／長さ100cm

ジャケット
BCJ0103-15  ホワイト×ブラック
¥33,000 +税
ポリエステル100%

ワンピース
BCO5104-15  ホワイト×ブラック
¥36,000 +税
ポリエステル100%

part.2 MODERN

036 037


