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Plain Skirt

新商品

×

可 憐 な チ ェ ッ ク 柄 を
無 地 ス カ ー ト で 引 き 締 め る

NEW
ジャケット

AJ0267-38 ネイビー
¥31,000 +税

ポリエステル78％ 毛20％ レーヨン2％

ベスト

AV1268-38 ネイビー
¥19,000 +税

ポリエステル78％ 毛20％ レーヨン2％

タイトスカート

AS2313-8 ネイビー
¥14,500 +税

ポリエステル80％ 毛20％

NEW
ベスト

Design Point

AV1268-38 ネイビー
¥19,000 +税

ポリエステル78％ 毛20％ レーヨン2％

長袖ブラウス

RB4167-6 ブルー
¥5,600 +税

ポリエステル100％
半袖RB4561もあります。

Aラインスカート

AS2312-8 ネイビー
¥14,500 +税

ポリエステル80％ 毛20％

スカーフリボン

BA9126-6 ブルー
¥4,400 +税

ポリエステル100%
アジャスター付き
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長袖ブラウス

RB4166-6 ブルー
¥5,100 +税

ポリエステル100％
共地リボン付き
半袖RB4560もあります。

背面は無地にチェック柄のベルト付き。
正面とバックスタイルで異なる見え方を楽しめます。
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新商品

×

Check
チ ェ ッ ク を 効 か せ て
大 人 可 愛 い ス タ イ リ ン グ に
NEW
ジャケット

AJ0266-8 ネイビー
¥29,000 +税

ポリエステル80％ 毛20％

ベスト

AV1268-38 ネイビー
¥19,000 +税

Design Point

ポリエステル78％ 毛20％ レーヨン2％

プリーツスカート

AS2314-38
¥18,500 +税

ネイビー

ポリエステル78％ 毛20％ レーヨン2％

長袖ブラウス

RB4168-26
¥5,900 +税

ブルー

ポリエステル100％
半袖RB4562もあります。

スカーフ

BA9123-6 ブルー
¥4,400 +税

ポリエステル100%
ループ付き
巾14cm／長さ86cm

NEW
ベスト

AV1268-38 ネイビー
¥19,000 +税

ポリエステル78％ 毛20％ レーヨン2％

プリーツスカート

AS2314-38
¥18,500 +税

ネイビー

ポリエステル78％ 毛20％ レーヨン2％

長袖ブラウス

RB4165-15
¥5,100 +税

ポリエステル100％
半袖RB4559もあります。

スカーフ

BA9122-13
¥3,900 +税

ポリエステル100%
アジャスター付き
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ホワイト

サーモンピンク

アシンメトリーのプリーツスカート。チェックと無地
の組み合わせで着こなしに動きを与えます。

11

・A192SERIES・

新商品

×

3 Piece
信 頼 感 を 高 め る
ピ ー ス で
品 格 あ る 佇 ま い に
3

NEW
ジャケット

AJ0267-32 グレイ
¥31,000 +税

ポリエステル78％ 毛20％ レーヨン2％

NEW
ベスト

AV1268-32 グレイ
¥19,000 +税

ポリエステル78％ 毛20％ レーヨン2％

Aラインスカート

AS2312-2 グレイ
¥14,500 +税

ポリエステル80％ 毛20％

長袖ブラウス

RB4165-15
¥5,100 +税

ホワイト

ポリエステル100％
半袖RB4559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
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ベスト

AV1268-32 グレイ
¥19,000 +税

ポリエステル78％ 毛20％ レーヨン2％

タイトスカート

Design Point

AS2313-2 グレイ
¥14,500 +税

ポリエステル80％ 毛20％

長袖ブラウス

RB4167-9 ピンク
¥5,600 +税

ポリエステル100％
半袖RB4561もあります。

スカーフリボン

BA9135-9 ピンク
¥4,500 +税

ポリエステル100%
アジャスター付き

背面は無地にチェック柄のベルト付き。
正面とバックスタイルで異なる見え方を楽しめます。
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新商品

×

ス タ イ リ ッ シ ュ な 無 地 グ レ イ に
チ ェ ッ ク 柄 を 差 し て 親 し み や す く

Design Point

Check

NEW
ジャケット

AJ0266-2 グレイ
¥29,000 +税

ポリエステル80％ 毛20％

ベスト

AV1268-32 グレイ
¥19,000 +税

ポリエステル78％ 毛20％ レーヨン2％

タイトスカート

AS2313-2 グレイ
¥14,500 +税

ポリエステル80％ 毛20％

長袖ブラウス

RB4163-14
¥5,100 +税

ラベンダー

ポリエステル100％
半袖RB4557もあります。

ベスト、
スカート共に正面とバックスタイルで
異なる見え方を楽しめます。

スカーフブローチ

BCA9115-14
¥4,500 +税

NEW
ベスト

AV1268-32 グレイ
¥19,000 +税

ポリエステル78％ 毛20％ レーヨン2％
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プリーツスカート

AS2314-32
¥18,500 +税

グレイ

ポリエステル78％ 毛20％ レーヨン2％

長袖ブラウス

スカーフリボン

ポリエステル100％
半袖RB4559もあります。

ポリエステル100％
アジャスター付き

RB4165-6 ブルー
¥5,100 +税

BA9142-6 ブルー
¥4,500 +税

パープル

ポリエステル100％
クリップ＆ブローチピン付き
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裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用！

裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用！

ポリジン社
（スウ
ェーデン）
が開発した銀イオン
（Ag+）
による抗菌防臭加工
「ポリジン」。汗のニオイや
銀を使用、
無香料なので周りの人にも安心＆安全、
世界150ブラン
ド以上で採用された安心の技術
部屋干し臭の原因となる菌の成長を抑制し、
ニオイの発生を防ぎます。有効成分である塩化銀は全
bluesign ® / ブルーサイン® ®
bluesign / ブルーサイン® しく無香料なので、
てリサイクルされた銀を使用していて環境にもやさ
周りの人にも安心＆安全です。
繊維業界において、
環境、労働、
消費者の観点における持続可能なサプライチェーンを経た製品に
繊維業界において、
環境、労働、消費者の観点における持続可能なサプライチェーンを経た製品に
世界150ブランド以上で採用さ
れた安心の技術をお届けします。
付与される認証のことで世界で最も厳しい基準と言われています。
スイスに拠点を置く
ブルーサイ
付与される認証のことで世界で最も厳しい基準と言われています。
スイスに拠点を置く
ブルーサイ

ニオイの発生

ニオイの発生を抑える

Polygiene加工なし
ニオイの発生

Polygiene加工

ニオイの原因となるバクテリアが繁殖
ニオイの原因となるバクテリアが繁殖

Polygiene加工

ニオイの発生を抑える

ニオイの原因となるバクテリアの成長を抑制

ニオイの原因となるバクテリアの成長を抑制

ン・テクノロジーによって運営管理されており、
抗菌防臭加工「ポリジン」
はこの認証を受けたこ
ン・テクノロジーによって運営管理されており、
抗菌防臭加工「ポリジン」
はこの認証を受けたこ
とにより労働環境や環境への安全性、持続性が証明されています。
とにより労働環境や環境への安全性、
持続性が証明されています。

item lineup

— G R AY—

Polygiene加工なし

新商品

GentleTrad
─ジェントルトラッド─

ポリジン社
（スウェーデン）
が開発した銀イオン
（Ag+）
による抗菌防臭加工、
汗のニオイや部屋干し
裏地に抗菌防臭加工
「ポリジン」
を採用！
臭の原因菌の成長を抑制しニオイの発生を防ぐ、
有効成分である塩化銀は全てリサイクルされた
ポリジン社
（スウェーデン）
が開発した銀イオン
（Ag+）
による抗菌防臭加工、
汗のニオイや部屋干し
臭の原因菌の成長を抑制しニオイの発生を防ぐ、
有効成分である塩化銀は全てリサイクルされた
銀を使用、
無香料なので周りの人にも安心＆安全、
世界150ブランド以上で採用された安心の技術

V est

Ple ated sk irt

— NAV Y—

ベスト

AV1268-32 グレイ
¥19,000 +税

無地／ポリエステル80% 毛20% チェック／ポリエステル78% 毛20% レーヨン2%

ベスト

AV1268-38 ネイビー
¥19,000 +税

スマホ対応ポケット

プリーツスカート

AS2314-32
¥18,500 +税

プリーツスカート
グレイ

AS2314-38
¥18,500 +税

ネイビー

後ろ身頃の背ベルト

左脇開き＆斜めポケット

後ろウエストゴム

後ろウエストのチェック柄
のベルトが腰位置を高く
見せます。

脱ぎ着がスムーズな左脇
ファスナー開き。出し入れ
しやすい両脇斜めポケッ
ト付きです。

ウエストは後ろゴム仕様。
5cmのアジャスト分量が
サイズ変化に柔軟に対
応します。

黒と色糸を撚り合わせて表情を付けた
シャークスキンとカラーの差し色が可愛い
グレンチェック。
トラディショナルな柄を
新鮮にアレンジしました。
※生地画像は75％に縮小したものです。
ポケットの袋布は破線の
ように大きく、上 部に空
間をつくることでスマホが
すっきり収まります。

両脇フラップポケットはス
マホが飛び出しにくい仕
様になっています。

Jack et
— Pl ain—

A-Line sk irt

Tight sk irt

右内ポケット

ジャケット

AJ0266-2 グレイ
¥29,000 +税

ジャケット

AJ0266-8

ネイビー

¥29,000 +税

— Check—

ジャケットの右内側にネー
ムホルダー等が入れやす
いポケッ
トが付いています。

左内ポケット

Aラインスカート

AS2312-2 グレイ
¥14,500 +税
左脇開き＆斜めポケット
スカート共通

ジャケット AJ0266-2
ベスト AV1268-32
プリーツスカート AS2314-32
長袖ブラウス RB4164-15
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ジャケット

AJ0267-32 グレイ
¥31,000 +税

ジャケット

AJ0267-38 ネイビー
¥31,000 +税

ジャケットの左内側にメモ
帳が入る深さのポケット
が付いています。

脱ぎ着がスムーズな左脇
ファスナー開き。出し入れ
しやすい両脇斜めポケッ
ト付きです。

Aラインスカート

AS2312-8 ネイビー
¥14,500 +税
後ろウエストゴム

タイトスカート

AS2313-2 グレイ
¥14,500 +税

タイトスカート

AS2313-8 ネイビー
¥14,500 +税

後ろベンツ

スカート共通

ウエストは後ろゴム仕様。
5cmのアジャスト分量が
サイズ変化に柔軟に対
応します。

タイトスカートのバックに
は動きやすいベンツ入
り。脚さばきが良く、
ストレ
スを感じさせません。
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新商品

深みのある柄が際立つ

生 地の奥 行きを演 出する千 鳥 柄に
パープルのチェックが女 性 らしさを強 調する︑

洗練 のネイビー
NEW

19
18

品 格を感じるシリーズです︒
ラペルやポケットにあしらった黒のサテンが
さり げない高 級 感を醸し出します︒

ステラチェック

ジャケット AJ0268-38
Aラインスカート AS2315-38
長袖ブラウス RB4156-15
スカーフ BA9129-9

Stella Check

・A193SERIES・

・A193SERIES・

新商品

気 品 漂 う ワンランク 上の
ベストスタ イル が 叶 う
NEW
ベスト

AV1269-38
¥16,000 +税

ネイビー×パープル

ポリエステル60％ 毛40％

NEW
セミタイトスカート

ベスト

AV1269-38
¥16,000 +税

ネイビー×パープル

ポリエステル60％ 毛40％

ネイビー×パープル

ポリエステル60％ 毛40％

長袖ブラウス

RB4163-15
¥5,100 +税

ネイビー×パープル

ポリエステル60％ 毛40％

長袖ブラウス

Aラインスカート

AS2315-38
¥13,500 +税

AS2316-38
¥13,500 +税

ホワイト

ポリエステル100％
半袖RB4557もあります。

RB4167-9 ピンク
¥5,600 +税

ポリエステル100％
半袖RB4561もあります。

スカーフリボン

BA9135-14
¥4,500 +税

オーキッド

ポリエステル100%
アジャスター付き

スカーフリボン

BA9134-14
¥4,200 +税

パープル

ポリエステル100%
アジャスター付き
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Stella
Check
ITEM LINEUP

新商品

ステラチェック

衿 の サ テンア クセント が
ジ ャ ケッ ト ス タ イ ル を 女 性 ら し く

角度によって見え方が 変わ
る繊 細なチェック柄は、星の
ようにきらめく細かなシャドー
千鳥がベース。奥行きのある
ネイビーが品よく知的な印象を
与えます。
ポリエステル 60%

ジャケット

AJ0268-38

ネイビー×パープル

¥27,500 +税

後ろ身頃の
サイドベンツ&パイピング

右内ポケット

左内ポケット

裾に入ったベンツが腰まわりにゆとり
を持たせ、ウエストのパイピングが腰
位置を高く見せます。

ジャケットの右内側にネームホルダー
等が入れやすいポケットが付いてい
ます。

ジャケットの左内側にメモ帳が入る深
さのポケットが付いています。

後ろ身頃の
スリット&パイピング

スマホ対応ポケット

VEST

AV1269-38

ネイビー×パープル

ジャケット

AJ0268-38 ネイビー×パープル
¥27,500 +税

毛 40%

JACKET

ベスト

NEW

NAVY PURPLE

¥16,000 +税

裾に入ったスリットが腰まわりにゆとり
を持たせ、ウエストのパイピングが腰
位置を高く見せます。

両脇フラップポケットはスマホが飛び
出しにくい仕様になっています。

ポリエステル60％ 毛40％

ポケットの袋布は破線の
ように大きく、上 部に空
間をつくることでスマホが
すっきり収まります。

スカート共通

SKIRT

スカート共通

セミタイトスカート

AS2316-38
¥13,500 +税

ネイビー×パープル

ポリエステル60％ 毛40％

ラウンドネック長袖ニット

BCK7100-15
¥7,000 +税

ホワイト

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。

ポリエステル100％
ブローチピン付き
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SEMI TIGHT

Aラインスカート

セミタイトスカート

ネイビー×パープル

ネイビー×パープル

AS2315-38

¥13,500 +税

AS2316-38

¥13,500 +税

左脇開き＆斜めポケット

後ろウエストゴム

脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー
開き。出し入れしやすい両脇斜めポ
ケット付きです。

ウエストは後ろゴム仕様。5cmのア
ジャスト分量がサイズ変化に柔軟に
対応します。

裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用！

裏地に抗菌防臭加工
「ポリジン」
を採用！
ポリジン社
（スウェーデン）
が開発した銀イオン
（Ag+）
による抗菌防臭加工、
汗のニオイや部屋干し
ポリジン社
（スウ
ェーデン）
が開発した銀イオン
（Ag+）
による抗菌防臭加工、
汗のニオイや部屋干し
臭の原因菌の成長を抑制しニオイの発生を防ぐ、
有効成分である塩化銀は全てリサイクルされた
臭の原因菌の成長を抑制しニオイの発生を防ぐ、
有効成分である塩化銀は全てリサイクルされた
銀を使用、
無香料なので周りの人にも安心＆安全、
世界150ブランド以上で採用された安心の技術

裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用！

スカーフブローチ

BCA9111-6
¥4,500 +税

A-LINE

ブルー

銀を使用、
無香料なので周りの人にも安心＆安全、
世界150ブラン
ド以上で採用された安心の技術
ポリジン社
（スウ
ェーデン）
が開発した銀イオン
（Ag+）
による抗菌防臭加工
「ポリジン」。汗のニオイや
部屋干し臭の原因と
なる菌の成長を抑制し、
ニオイの発生を防ぎます。
有効成分である塩化銀は全
®
®
bluesign / ブルーサイン
bluesign ® / ブルーサイン®
てリサイクルされた銀を使用していて環境にもやさ
しく無香料なので、周りの人にも安心＆安全です。
繊維業界において、
環境、労働、消費者の観点における持続可能なサプライチェーンを経た製品に
繊維業界において、
環境、労働、
消費者の観点における持続可能なサプライチェーンを経た製品に
付与される認証のことで世界で最も厳しい基準と言われています。
スイスに拠点を置く
ブルーサイ
世界150ブランド以上で採用さ
れた安心の技術をお届けします。
付与される認証のことで世界で最も厳しい基準と言われています。
スイスに拠点を置く
ブルーサイ

Polygiene加工なし
ニオイの発生

Polygiene加工

ニオイの発生

ニオイの発生を抑える

ニオイの原因となるバクテリアが繁殖
ニオイの原因となるバクテリアが繁殖

Polygiene加工
ニオイの発生を抑える

Polygiene加工なし

ニオイの原因となるバクテリアの成長を抑制

ニオイの原因となるバクテリアの成長を抑制

ン・テクノロジーによって運営管理されており、抗菌防臭加工「ポリジン」はこの認証を受けたこ

ン・テクノロジーによって運営管理されており、
抗菌防臭加工
「ポリジン」はこの認証を受けたこ
とにより労働環境や環境への安全性、
持続性が証明されています。
とにより労働環境や環境への安全性、持続性が証明されています。
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新商品

NEW

ボーダーツイード

BORDER
TWEED

BORDER

T WEED

上 質 なツイードの 表 面 感と
凛とした ボ ーダー 柄 が 新 鮮

知的モノトーンで魅せる
ラグジュアリーな上品スタイル
黒と白の糸で表現したボーダー柄のツイード素材。

知的さと女性らしさを併せ持つエレガントな表情が魅力です。
黒無地のジャケットやボトムとの相性も良く
ホテルなど接客系の業種から信頼感の重要なオフィスまで、
幅広くご着用いただけるシリーズです。

NEW
ジャケット

BCJ0117-18
¥32,000 +税

長袖ブラウス
モノトーン

ポリエステル72％ 毛25％ レーヨン3％

ベスト

BCV1107-18
¥19,000 +税

モノトーン

ポリエステル72％ 毛25％ レーヨン3％

RB4165-15
¥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

ポリエステル100％
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NEW
ベスト

セミタイトスカート

AS2311-16
¥11,000 +税

ホワイト

ブラック

BCV1107-18
¥19,000 +税

Aラインスカート
モノトーン

ポリエステル72％ 毛25％ レーヨン3％

AS2310-16
¥11,000 +税

ポリエステル100％

長袖ブラウス
ブラック

RB4167-15
¥5,600 +税

スカーフリボン
ホワイト

ポリエステル100％
半袖RB4561もあります。

BA9141-3 レッド
¥4,500 +税

ポリエステル100%
アジャスター付き/リボン可動式
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・B1902SERIES・

新商品

NEW
ベスト

BCV1107-18
¥19,000 +税

モノトーン

ポリエステル72％ 毛25％ レーヨン3％

Aラインスカート

BCS2110-18
¥16,000 +税

モノトーン

ポリエステル72％ 毛25％ レーヨン3％

BORDER

長袖ブラウス

T WEED

RB4165-15
¥5,100 +税

ニュアンスのあるベ ストで
華 や か なアクセントをプラス

ホワイト

ポリエステル100％
半袖RB4559もあります。

スカーフリボン

BA9142-6 ブルー
¥4,500 +税

ポリエステル100％
アジャスター付き

NEW
ジャケット

AJ0263-16 ブラック
¥24,500 +税

ポリエステル100％

ベスト

BCV1107-18

¥19,000 +税

モノトーン

ポリエステル72％ 毛25％ レーヨン3％

Aラインスカート

ブラック

ポリエステル100％

長袖ブラウス

RB4157-14
¥7,300 +税

オーキッド

BACK STYLE

AS2310-16
¥11,000 +税

身頃／ポリエステル80% 綿20%
後身頃／ポリエステル100%
半袖RB4551もあります。

後身頃のみニット素材

スカーフリボン

BA9135-9 ピンク
¥4,500 +税

ポリエステル100%
アジャスター付き
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新商品

左

NEW
ジャケット

BCJ0117-18
¥32,000 +税

衿ぐり切替え七分袖ニット
モノトーン

ポリエステル72％ 毛25％ レーヨン3％

BCK7102-15
¥6,900 +税

ホワイト

ポリエステル100％
半袖BCK7302もあります。

BORDER

ノーカラージャケットは
ブラックのトリミング でシャープ に

Aラインスカート

AS2310-16
¥11,000 +税

ポリエステル100％

ブラック

スカーフブローチ

BCA9111-4
¥4,500 +税

T WEED

グリーン

ポリエステル100％
ブローチピン付き

NEW
ジャケット

BCJ0118-18
¥32,000 +税

モノトーン

ポリエステル72％ 毛25％ レーヨン3％

セミタイトスカート

AS2311-16
¥11,000 +税

ブラック

ポリエステル100％

スカーフ

BCA9110-3
¥5,200 +税

レッド

ポリエステル100％
巾12cm／長さ150cm

NEW
ジャケット

BCJ0118-18
¥32,000 +税

スカーフブローチ
モノトーン

ポリエステル72％ 毛25％ レーヨン3％

BCA9115-14
¥4,500 +税

パープル

BACK STYLE

右

ポリエステル100％
クリップ＆ブローチピン付き

Aラインスカート

BCS2110-18
¥16,000 +税

モノトーン

ポリエステル72％ 毛25％ レーヨン3％
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・B1902SERIES・
ボーダーツイード

ITEM LINEUP
新商品

BORDER TWEED
JACKET

TAILORED

NO
COLLAR

ジャケット

ジャケット

BCJ0117-18
¥32,000 +税

ジャケット共通

BCJ0118-18
¥32,000 +税

モノトーン

ジャケット共通

後ろ身頃のサイドベンツ

右内ポケット

左内ポケット

後ろ身頃のパイピング

両脇ポケット

裾に入ったベンツが腰まわりに
ゆとりを持たせます。

ジャケットの右内側にネームホ
ルダー等が入れやすいポケット
が付いています。

ジャケットの左内側にメモ帳が
入る深さのポケットが付いてい
ます。

後ろのウエスト部分にはパイピ
ングを入れ、腰の位置を高く
見せます。

斜めポケットに施されたブラッ
クの切替えがウエストラインを
シャープに見せます。

VEST

A-LINE SKIRT
後ろ身頃の
パイピング＆
ペプラム

左脇開き＆
斜めポケット

後ろのウエスト部分
にはパイピングを入
れ、腰の位置を高く
見せます。女 性らし
いペプラムデザイン
もアクセントです。

ジャケット BCJ0117-18
ベスト BCV1107-18
長袖ブラウス RB4165-15
スカーフ BA9136-3

脱ぎ着がスムーズな
左脇ファスナー開き。
出し入れしやすい両脇
斜めポケット付きです。

ブラックとホワイトのスラブ糸が織りなす複雑な奥行き感。
モノトーンなのに華やかな表情のツイード素材が
エレガントな女性らしさを際立たせます。

BCV1107-18
¥19,000 +税

後ろウエストゴム

Aラインスカート

ベスト

MONOTONE

モノトーン

BCS2110-18
¥16,000 +税

モノトーン

ウエストは後ろゴム仕
様。5cmのアジャスト
分量がサイズ変化に
柔軟に対応します。

モノトーン

コーディネイトにおすすめ！

Eco Twill Knit
エコツイルニット シリーズ

詳細は P32 へ

ジャケット

Aラインスカート

セミタイトスカート

キュロット

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

AJ0263-16
¥24,500 +税

AS2310-16

AS2311-16

¥11,000 +税

¥11,000 +税

AC3214-16
¥16,000 +税

裏地に抗菌防臭加工
「ポリジン」を採用！
BORDER TWEED ボーダーツイード

裏地に抗菌防臭加工
「ポリジン」
を採用
！
ポリジン社
（スウェーデン）
が開発した銀イオン
（Ag+）
による抗菌防臭加工、
汗のニオイや部屋干し

裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用！

ポリジン社
（スウェーデン）
が開発した銀イオン
（Ag+）
による抗菌防臭加工、
汗のニオイや部屋干し
Polygiene加工なし
Polygiene加工
臭の原因菌の成長を抑制しニオイの発生を防ぐ、
有効成分である塩化銀は全てリサイクルされた
臭の原因菌の成長を抑制しニオイの発生を防ぐ、
有効成分である塩化銀は全てリサイクルされた
銀を使用、
無香料なので周りの人にも安心＆安全、
世界150ブランド以上で採用された安心の技術
ポリジン社
（スウェーデン）
が開発した銀イ
オン
（Ag+）
による抗菌防臭加工「ポリジン」。汗のニオイや
銀を使用、
無香料なので周りの人にも安心＆安全、
世界150ブラン
ド以上で採用された安心の技術
® / ®ブルーサイン
®
部屋干し臭の原因とbluesign
なる菌の成長を抑制し、
ニオイの発生を防ぎます。
有効成分である塩化銀は全
®
ニオイの発生

ニオイの原因となるバクテリアが繁殖

Polygiene加工なし
ニオイの発生

Polygiene加工
ニオイの発生を抑える

ニオイの発生を抑える

ニオイの原因となるバクテリアが繁殖

ニオイの原因となるバクテリアの成長を抑制

ニオイの原因となるバクテリアの成長を抑制

bluesign / ブルーサイン

ポリエステル 72%
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毛 25% レーヨン 3％

繊維業界において、
環境、労働、消費者の観点における持続可能なサプライチェーンを経た製品に
繊維業界において、
環境、労働、消費者の観点における持続可能なサプライチェーンを経た製品に
てリサイクルされた銀を使用していて環境にもやさ
しく無香料なので、
周りの人にも安心＆安全です。
付与される認証のことで世界で最も厳しい基準と言われています。
スイスに拠点を置くブルーサイ
付与される認証のことで世界で最も厳しい基準と言われています。
スイスに拠点を置くブルーサイ
ン・
テクノロジーによって運営管理されており、
抗菌防臭加工「ポリジン」
はこの認証を受けたこ
世界150ブラン
ド以上で採用さ
れた安心の技術をお届け
します。
ン・テクノロジーによって運営管理されており、
抗菌防臭加工「ポリジン」はこの認証を受けたこ
とにより労働環境や環境への安全性、
持続性が証明されています。

とにより労働環境や環境への安全性、持続性が証明されています。

31

・A191SERIES・

Knit

by
BONMAX

ECOtopia

新商品

ニット
ボ ン マック ス

BONMAXが掲げる
“エコトピア”
を実現する植物由来の素材「バイオペット」
と、
エ コ ツ イ ル ニ ット

動きやすさを兼ね備えた注目素材「ニット」
を組み合わせたシリーズ『Eco Twill Knit』。

バイオペット

新たにジャケット２種とベストが加わり、
アイテムラインアップが充実しました。
他のシリーズとも組み合わせやすい汎用性の高さと、
着心地の良さを実感してみてください。

NEW

オールシーズン対応の豊富なアイテムバリエーション
NEW

使用することで、石油に頼らない持続可能な

CO2

再資源化

廃糖蜜

焼却

社会を目指すECO素材です。
原料の植物は成長の過程でCO2を吸収します。
このため商品の生産や廃棄時にCO2を排出したとしても相殺され、

地球の気候変動の対策にも貢献します。

回収
製品

植物由来
ポリエステル糸

リー ズ ナ ブ ル

アイテムラインアップが充実 !

主産物（砂糖）

限りある石油から植物由来の原料へ
地球環境に優しいポリエステル
「バイオペット」
とは、再生可能な植物原料
を
（サトウキビ）

植物

（サトウキビ）

ニッ ト 素 材

Eco Twill Knit
エコツイルニット

NEW

光合成

BioPet

〜未来を考えた環境に優しい素材〜

O2

太陽光

エコ+ニット で環境にも人にも優しく

NEW

ポリエステル 100%

ジャケット

AJ0263-16 ブラック
AJ0263-8 ネイビー
¥24,500 +税

ジャケット

AJ0264-16 ブラック
AJ0264-8 ネイビー
¥24,500 +税

ライトジャケット

AJ0262-16 ブラック
AJ0262-8 ネイビー
¥18,500 +税

ベスト

AV1266-16 ブラック
AV1266-8 ネイビー
¥15,000 +税

ニット素材

Navy

Knit Material
快適な着心地とイージーケアで働く女性の
強い味方になってくれる注目の素材
きちんとした見た目にラクな着心地が魅力の「ニット素材」。
深みのある色合いと美しい生地感が
フォーマルな装いを叶えます。
ニットならではの伸縮性の良さで動きやすく、
締め付け感のない着心地は働く女性の強い味方です。

Aラインスカート

AS2310-16
AS2310-8 ネイビー
¥11,000 +税

ブラック

32

セミタイトスカート

AS2311-16
AS2311-8 ネイビー
¥11,000 +税

ブラック

キュロット

AC3214-16
AC3214-8 ネイビー
¥16,000 +税

ブラック

※ECOtopia
（エコトピア）
とは、持続可能な社会の実現のため、
BONMAXが環境対応製品で貢献するECO活動のことです。詳細はP278へ。

裾上げらくらくパンツ

AP6244-16
AP6244-8 ネイビー
¥17,000 +税

シワにもなりにくく、アイロン要らずでお手入れのラクさも魅力。

Black

ブラック
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”
る
バリエーション豊富なボトム
べ
選
“

01

01

裾上げらくらくパンツ
Rakuraku Pants

キレイ見えテーラード

意外と悩んでいる人が多いパンツの裾上げ問題。

Tailored Jacket

自宅にアイロンや裁縫道具がない人は裾上げができませんでした。

シンプルなデザインながら、
スッキリとした美シルエットで

でも裾上げらくらくパンツなら、
スナップボタンで丈を調整でき、

裾上げらくらくパンツ
AP6244-16

届いたその日から着用可能です。

キレイ見えが叶うテーラードジャケット。

②

①

ジャケット AJ0263-16

③

ニッ ト 素 材

どんな職種にもマッチする万能なジャケットです。

新商品

”
る
3 種類のジャケットスタイル
べ
選
“

・A191SERIES・

裾に目盛りの付いたテープとボタンがあり、
縫わずに裾上げがらくにできます。
股下75cm〜62cm
（最大13cm）
の裾上げが可能です。

特許 第 6337374 号

共通ポイント

02

（AS2310・AS2311・AC3214）

エレガントなノーカラー

左脇開き＆
斜めポケット

No Collar Jacket

美シルエットスカート

脱ぎ着がスムーズな左脇ファ
スナー開き。 出し入れしやす
い両脇斜めポケット付きです。

信頼感がありながら、女性らしさも醸し出すノーカラージャケット。

Beautiful Silhouette Skirt

エレガントな印象と美しい衿の開きがデコルテをすっきり見せてくれます。

エレガントなAラインスカートと、
上品な印象を与えるセミタイトスカートの2種類。

後ろウエストゴム
ウエストは 後 ろゴム 仕 様。
5cmのアジャスト分量がサイ
ズ変化に柔軟に対応します。

ジャケット AJ0264-16

03

カーデ風ジャケット
Light Jacket

好みや職種に合わせてシルエットを選ぶことができます。
Aラインスカート AS2310-16

03

実はキュロット

スカート見えキュロット

まるでカーディガンのようにサラッと着られるのに、

Culotte Skirt

きちんと感もしっかりキープするカーデ風ジャケット。

立ち姿は一見フェミニンなスカート風なのに、実はキュロット。

脱ぎ着が多い場面でもシワになりにくいのも嬉しい。

アクティブに動くことができ、
自転車などに乗るときも安心。
フロントはスカートに見える
巻きスカート型キュロッ
トです。

女性らしく上品なAラインシルエットが魅力です。
ライトジャケット AJ0262-8

34

リー ズ ナ ブ ル

02

キュロット
AC3214-16

35

Knit

ニット
by
BONMAX

・A191SERIES・

ECOtopia
新商品

for Concierge

Black

Jacket 共通ポイント
（AJ0263・AJ0264）

背抜き仕立て

信頼感のあるブラックが
おもてなしシーンにも最適
ニッ ト 素 材

ジャケットの裏地は背抜き仕立て。
通気性がよく快適に着られます。

右内ポケット

リー ズ ナ ブ ル

袖口スリット

ジャケットの右内側にネームホルダー
等が入るポケットが付いています。

左内ポケット

袖口はスリット開き。折り返しても
美しさをキープします。

NEW

NEW
ジャケットの左内側にメモ帳が入る深
さのポケットが付いています。

スマホ対応ポケット

ジャケット

AJ0263-16 ブラック
¥24,500 +税

ポリエステル100％

ジャケット

AJ0264-16 ブラック
¥24,500 +税

裾上げらくらくパンツ

ポリエステル100％

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。

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％

両脇フラップポケットはスマホが飛び
出しにくい仕様になっています。

長袖ブラウス

RB4168-26
¥5,900 +税

ポリエステル100％
半袖RB4562もあります。

衿ぐり切替え七分袖ニット

BCK7102-15
¥6,900 +税

ホワイト

ポリエステル100％
半袖BCK7302もあります。

スカーフ
ポケットの袋布は破線の
ように大きく、上 部に空
間をつくることでスマホが
すっきり収まります。
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ブルー

BCA9110-6
¥5,200 +税

ブルー

ポリエステル100％
巾12cm／長さ150cm
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Knit

ニット
by
BONMAX

・A191SERIES・

ECOtopia

右

for Concierge

ライトジャケット

AJ0262-16 ブラック
¥18,500 +税

Black

ポリエステル100％

新商品

NEW
七分袖プルオーバー

BCK7104-2
¥12,000 +税

グレイ

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％

ニッ ト 素 材
リー ズ ナ ブ ル

ベルト切替え

ウエストのベルトデザインが腰位置
を高く見せます。

NEW
ベスト

AV1266-16
¥15,000 +税

ブラック

ポリエステル100％

Aラインスカート

AS2310-16 ブラック
¥11,000 +税
ポリエステル100％

左

NEW
長袖ブラウス

RB4163-9 ピンク
¥5,100 +税
ポリエステル100％
半袖RB4557もあります。

スカーフリボン

BA9142-9 ピンク
¥4,500 +税

ポリエステル100％
アジャスター付き
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ジャケット

AJ0264-16 ブラック
¥24,500 +税

ポリエステル100％

ポリエステル100％

AC3214-16 ブラック
¥16,000 +税

ポリエステル100％

ベスト

AV1266-16
¥15,000 +税

キュロット

スカーフ

BCA9114-9
¥5,000 +税

サクラ

ポリエステル100％
巾58cm／長さ58cm

長袖ブラウス
ブラック

RB4156-15
¥5,300 +税

ホワイト

ポリエステル100％
半袖RB4550、
七分袖RB4700もあります。

39

Knit
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ECOtopia
新商品

for Office

Navy

清潔感のあるネイビーで
誠実な印象を与える
ニッ ト 素 材
リー ズ ナ ブ ル

Jacket
Style
NEW
ジャケット

AJ0263-8 ネイビー
¥24,500 +税

ポリエステル100％

ジャケット AJ0263-8

Aラインスカート

AS2310-8 ネイビー
¥11,000 +税
ポリエステル100％

NEW
ベスト

AV1266-8 ネイビー
¥15,000 +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％

長袖ブラウス

RB4167-6 ブルー
¥5,600 +税
ポリエステル100％
半袖RB4561もあります。

スカーフリボン

BA9135-6 ブルー
¥4,500 +税

ポリエステル100%
アジャスター付き
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長袖ブラウス

RB4154-15
¥7,300 +税

ホワイト

ポリエステル100%
共地リボン付き
半袖RB4548もあります。

スカーフブローチ

BCA9115-4
¥4,500 +税

グリーン

ポリエステル100％
クリップ＆ブローチピン付き
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Knit

ニット
by
BONMAX

・A191SERIES・
右

ECOtopia

NEW
AV1266-8 ネイビー
¥15,000 +税

for Office

ポリエステル100％

Navy

新商品

ベスト

長袖ブラウス

RB4166-15
¥5,100 +税

ホワイト

ポリエステル100％
共地リボン付き
半袖RB4560もあります。

キュロット

AC3214-8 ネイビー
¥16,000 +税

ポリエステル100％

ニッ ト 素 材

一重仕立て

リー ズ ナ ブ ル

カーディガン感 覚で着 用できる
一重仕立てのジャケットは年間を
通して快適に着られます。

NEW
ライトジャケット

AJ0262-8 ネイビー
¥18,500 +税

ポリエステル100％

ベスト

AV1266-8 ネイビー
¥15,000 +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％

左
長袖ブラウス

RB4157-14
¥7,300 +税

オーキッド

身頃／ポリエステル80% 綿20%
後身頃／ポリエステル100%
半袖RB4551もあります。

後身頃のみニット素材

スカーフリボン

BA9125-9 ピンク
¥4,600 +税

ポリエステル100%
アジャスター付き
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NEW
ジャケット

長袖ブラウス

ポリエステル100％

ポリエステル100％
半袖RB4554もあります。

AJ0264-8 ネイビー
¥24,500 +税

裾上げらくらくパンツ

AP6244-8 ネイビー
¥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。

RB4160-6 ブルー
¥7,500 +税

スカーフリボン

BA9142-6 ブルー
¥4,500 +税

ポリエステル100％
アジャスター付き
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・A194 SERIES・

新商品

女性らしさを引き出すカラー配色が魅力

New

FRENCH
Check
〝
フレンチチェック
„

可愛らしさと華やかな印象を与えてくれる

上品なチェック柄のシリーズ。
一枚でスタイルが完成するジャケットと
ベストをご用意しました。

NEW
ベスト

AV1267-33 レッド×ブルー
¥19,500 +税

ポリエステル61％ 毛39％

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％

長袖ブラウス

RB4155-15
¥5,300 +税

ホワイト

ポリエステル100％
共地リボン付き
半袖RB4549もあります。
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ジャケット AJ0263-16

ジャケット AJ0265-33
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・A194 SERIES・

新商品

印 象 的 な チ ェッ ク 柄 で

ベス ト ス タ イ ル を 華 や か に

BLUE×GRAY

Jacket On

NEW
ジャケット

AJ0265-37 ブルー×グレイ
¥33,000 +税

ポリエステル61％ 毛39％

ベスト

セミタイトスカート

AS2311-16
¥11,000 +税

ポリエステル100％
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NEW

ブラック

AV1267-37 ブルー×グレイ
¥19,500 +税

ポリエステル61％ 毛39％

Aラインスカート

AS2310-8 ネイビー
¥11,000 +税
ポリエステル100％

長袖ブラウス

RB4167-15
¥5,600 +税

スカーフリボン
ホワイト

ポリエステル100％
半袖RB4561もあります。

BA9135-6 ブルー
¥4,500 +税

ライトジャケット AJ0262-8
長袖ブラウス RB4155-14

ポリエステル100%
アジャスター付き
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− FRENCH CHECK −
〝
フレンチチェック
„

Item lineup

・A194 SERIES・

BLUE

BLUE

GRAY
ポリエステル 61%

新商品

優しげな女性を演出する

丸衿デザイン

RED
毛 39%

ダークカラーをベースにレッドやブルーを効かせた新鮮なカラーリングが魅力のチェック柄。
エクストラファインウールを混紡し、
ソフトな風合いと快適な着心地を叶えました。

Jacket
ペプラムデザイン

RED×BLUE
ジャケット

AJ0265-33 レッド×ブルー
¥33,000 +税

ペプラムをバイアスに切
替えたデザインはメリハリ
感を強調し、腰位置を高
く見せます。

ジャケット

AJ0265-37 ブルー×グレイ
¥33,000 +税

Vest
スマホ対応ポケット

後ろ身頃の
背ベルト & スリット

ポケットの袋布は破線のよ

ベスト

AV1267-33 レッド×ブルー
¥19,500 +税

ベスト

両脇フラップポケットはス うに大きく、上部に空間をつ
マホが飛び出しにくい仕 くることでスマホがすっきり
様になっています。
収まります。

ライトジャケット

ジャケット

Aラインスカート

セミタイトスカート

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

¥18,500 +税

¥24,500 +税

¥11,000 +税

¥11,000 +税

AV1267-37 ブルー×グレイ
¥19,500 +税

コーディネイトにおすすめ！

NEW

Eco Twill Knit

ジャケット

AJ0265-33 レッド×ブルー
¥33,000 +税

ポリエステル61％ 毛39％

ポリエステル100％
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エコツイルニット シリーズ

詳細は P32 へ

AJ0262-16

AS2310-16

AJ0263-16

ブラック

AS2311-16

裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用！

FRENCH
フレンチチェック
ポリジン社
（スウCHECK
ェーデン）
が開発した銀イオン
（Ag+）
による抗菌防臭加工、
汗のニオイや部屋干し
裏地に抗菌防臭加工
「ポリジン」
を採用
！

Aラインスカート

AS2310-16
¥11,000 +税

エコツイルニット

ウエストサイズの調整可
能なベルト付き。裾に入
ったスリットが腰まわりに
ゆとりを持たせます。

裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用！

臭の原因菌の成長を抑制しニオイの発生を防ぐ、
有効成分である塩化銀は全てリサイクルされた
ポリジン社
（スウェーデン）
が開発した銀イオン
（Ag+）
による抗菌防臭加工、
汗のニオイや部屋干し
Polygiene加工なし
Polygiene加工
臭の原因菌の成長を抑制しニオイの発生を防ぐ、
有効成分である塩化銀は全てリサイクルされた
銀を使用、
無香料なので周りの人にも安心＆安全、
世界150ブランド以上で採用された安心の技術
銀を使用、
無香料なので周りの人にも安心＆安全、
世界150ブランド以上で採用された安心の技術
® / ブルーサイン
®
ポリジン社
（スウェーデン）
が開発した銀イ
オン
（Ag+）
による抗菌防臭加工「ポリジン」。汗のニオイや
bluesign
ニオイの発生

ニオイの原因となるバクテリアが繁殖

ニオイの発生を抑える

Polygiene加工なし
ニオイの発生

ニオイの原因となるバクテリアが繁殖

Polygiene加工
ニオイの発生を抑える

ニオイの原因となるバクテリアの成長を抑制

ニオイの原因となるバクテリアの成長を抑制

bluesign ® / ブルーサイン®

繊維業界において、
環境、労働、
消費者の観点における持続可能なサプライチェーンを経た製品に
部屋干し臭の原因と
なる菌の成長を抑制し、
ニオイの発生を防ぎます。
有効成分である塩化銀は全
繊維業界において、
環境、労働、消費者の観点における持続可能なサプライチェーンを経た製品に
付与される認証のことで世界で最も厳しい基準と言われています。
スイスに拠点を置くブルーサイ
付与される認証のことで世界で最も厳しい基準と言われています。
スイスに拠点を置くブルーサイ
てリサイクルされた銀を使用していて環境にもやさ
しく無香料なので、
周りの人にも安心＆安全です。
ン・テクノロジーによって運営管理されており、
抗菌防臭加工
「ポリジン」
はこの認証を受けたこ
ン・テクノロジーによって運営管理されており、
抗菌防臭加工
「ポリジン」はこの認証を受けたこ
とにより労働環境や環境への安全性、持続性が証明されています。
とにより労働環境や環境への安全性、
持続性が証明されています。
世界150ブランド以上で採用された安心の技術をお届けします。
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・A195SERIES・

新商品

NEW

Value Stripe
リー ズ ナ ブ ル

【 バ リュ ーストラ イ プ 】

知 的 で 洗 練 され た 装 い に
信 頼 感 を 高 め る ストラ イ プ スー ツ か ら 新 シ リ ーズ が 登 場 。
ダ ー ク カ ラ ー に 映 える 洗 練 さ れ た ア ク セ ントカ ラ ー で
ほ ど よく 女 性 らし い 上 質 な ス タ イ リ ン グ が 完 成 し ま す。
シ ーンご と に 様 々 な 着 こ な し が 可 能 な アイテム 展 開 も 魅 力 で す。

ジャケット AJ0269-30
ベスト AV1270-30
タイトスカート AS2318-30
長袖ブラウス RB4167-15
スカーフリボン BA9141-3
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・A195SERIES・

新商品

Beige

リー ズ ナ ブ ル

NEW

NEW

ジャケット

ベスト

AJ0269-30 ブラック×ベージュ
¥20,000 +税

AV1270-30
¥13,500 +税

ブラック×ベージュ

ポリエステル98％ レーヨン2％

ポリエステル98％ レーヨン2％

裾上げらくらくパンツ

Aラインスカート

AP6245-30 ブラック×ベージュ
¥15,000 +税

ポリエステル98％ レーヨン2％
スナップで簡単に裾上げができます。

RB4163-15
¥5,100 +税

ホワイト

ブラック×ベージュ

ポリエステル98％ レーヨン2％

スカーフリボン

スカーフ

BCA9109-13
¥5,200 +税

RB4165-9 ピンク
¥5,100 +税

ポリエステル100％
半袖RB4559もあります。

ポリエステル100％
半袖RB4557もあります。

ポリエステル100％
巾12cm／長さ150cm

AS2317-30
¥11,000 +税

長袖ブラウス

長袖ブラウス
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凛とした美しい佇まいを

×

叶えるパンツスタイル

Black

オレンジ

BA9134-9 ピンク
¥4,200 +税

ポリエステル100%
アジャスター付き
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・A195SERIES・

新商品

Blue

ネイビーのスーツに同系色の

×

スカーフがアクセント

Navy

リー ズ ナ ブ ル

NEW
ジャケット

AJ0269-28 ネイビー×ブルー
¥20,000 +税

ポリエステル98％ レーヨン2％

タイトスカート

AS2318-28
¥11,000 +税

ネイビー×ブルー

ポリエステル98％ レーヨン2％

長袖ブラウス

RB4168-26
¥5,900 +税

ブルー

ポリエステル100％
半袖RB4562もあります。

NEW

スカーフ

BCA9109-6
¥5,200 +税

ポリエステル100％
巾12cm／長さ150cm
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ブルー

ベスト

AV1270-28
¥13,500 +税

ネイビー×ブルー

ポリエステル98％ レーヨン2％

裾上げらくらくパンツ

長袖ブラウス

スカーフリボン

ポリエステル98％ レーヨン2％
スナップで簡単に裾上げができます。

ポリエステル100％
半袖RB4559もあります。

ポリエステル100％
アジャスター付き

AP6245-28 ネイビー×ブルー
¥15,000 +税

RB4165-6 ブルー
¥5,100 +税

BA9142-6 ブルー
¥4,500 +税
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・A195SERIES・

新商品

シックなストライプで

信頼感ある誠実な印象に

リー ズ ナ ブ ル

NEW

NEW

ベスト

AV1270-28
¥13,500 +税

ジャケット
ネイビー×ブルー

AJ0269-28 ネイビー×ブルー
¥20,000 +税

ポリエステル98％ レーヨン2％

ポリエステル98％ レーヨン2％

Aラインスカート

裾上げらくらくパンツ

AS2317-28
¥11,000 +税

ネイビー×ブルー

ポリエステル98％ レーヨン2％

長袖ブラウス

RB4156-15
¥5,300 +税

ホワイト

ポリエステル100％
半袖RB4550、七分袖RB4700もあります。

AP6245-28 ネイビー×ブルー
¥15,000 +税

ポリエステル98％ レーヨン2％
スナップで簡単に裾上げができます。

ラウンドネック七分袖ニット

BCK7103-15
¥4,700 +税

ホワイト

ポリエステル100％
半袖BCK7304もあります。

スカーフリボン

BA9141-6 ブルー
¥4,500 +税

ポリエステル100%
アジャスター付き/リボン可動式

スカーフブローチ

BCA9115-6
¥4,500 +税

ブルー

ポリエステル100％
クリップ＆ブローチピン付き
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・A195SERIES・
バ リ ュ ー スト ラ イ プ

Value Stripe Item Lineup

Vest

Pants
新商品

Navy
×
Blue

斜めポケット
ラインを損なわず、物の出
し入れがスムーズな斜め
ポケット仕様。

ベスト
ポリエステル 98％ レーヨン 2％

AV1270-28
¥13,500 +税

ベスト
ネイビー×ブルー

AV1270-30
¥13,500 +税

ブラック×ベージュ

後ろウエストゴム
& 箱ポケット
裾上げらくらくパンツ

スマホ対応ポケット

ペプラムデザイン

ベストの右側にはスマホ
が入る深さのポケットが
付いています。

バイアス切替えのペプラ
ムがメリハリ感を強調し腰
位置を高く見せます。

ブラックにはベージュ、
ネイビーにはブルーのストライプを施し、高級感のある上
品な印象に仕上げました。適度なふくらみと伸度が立体感のある美しいシルエッ
トを創ります。安心感のあるしっかりとした生地感も特長です。

AP6245-28

¥15,000 +税

ネイビー×ブルー

AP6245-30 ブラック×ベージュ
¥15,000 +税

リー ズ ナ ブ ル

Black
×
Beige

ウエストは後ろゴム仕様。
箱ポケットで物の出し入
れがしやすく、
口の形状が
型崩れしにくい仕様です。

裾上げらくらくパンツ

＼商品が届いたその日に着用可能です！／
1

2

3

A-Line Skirt

Jacket

裾に目盛りの付いたテープとボタンがあり、縫わずに裾上げがらくにできます。股下75cm〜62cm
（最大13cm）
の裾上げが可能です。
特許 第6337374号

Aラインスカート

AS2317-28
¥11,000 +税

Tight Skirt

Aラインスカート
ネイビー×ブルー

AS2317-30
¥11,000 +税

ブラック×ベージュ

スカート共通
ジャケット

AJ0269-28 ネイビー×ブルー
¥20,000 +税

ジャケット

AJ0269-30 ブラック×ベージュ
¥20,000 +税

NEW
ベスト

AV1270-30
¥13,500 +税

タイトスカート
ブラック×ベージュ

ポリエステル98％ レーヨン2％
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AS2318-30
¥11,000 +税

長袖ブラウス
ブラック×ベージュ

ポリエステル98％ レーヨン2％

RB4154-15
¥7,300 +税

ホワイト

ポリエステル100%
共地リボン付き
半袖RB4548もあります。

右内ポケット

後ろ身頃のパイピング＆センターベンツ

ジャケッ
トの右内側にネー
ムホルダー等が入れやす
いポケッ
トが付いています。

後ろのウエスト部分にはパイピングを入れて腰の
位置を高く見せます。裾に入ったベンツが腰まわり
にゆとりを持たせます。

左脇開き＆
斜めポケット

後ろウエストゴム

脱ぎ着がスムーズな左脇
ファスナー開き。出し入れ
しやすい両脇斜めポケッ
ト付きです。

ウエストは 後ろゴム 仕
様。5cmのアジャスト分
量がサイズ変化に柔軟
に対応します。

タイトスカート

AS2318-28
¥11,000 +税

後ろベンツ

タイトスカート
ネイビー×ブルー

AS2318-30
¥11,000 +税

ブラック×ベージュ

タイトなシルエットでも、後
ろに入ったベンツで脚さ
ばきをカバーします。
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・A181SERIES・

Point 1

豊富なアイテム数
人気商品

選べるチェックと無地の２柄×２色展開。
ジャケット、
ベスト、
スカー
ト、
裾上げらくらくパンツの全 16 アイテムと豊富なバリエーション
が魅力。アイテムと柄の組み合わせで様々な職種に対応します。

Point 2

バリュープライス
良いものを気軽に着てもらいたいという思いから、
品質の良さや
細部へのこだわりに比べ、お求めやすいプライス設定となっていま
す。今までできなかった組み合わせをぜひ楽しんでください。

リー ズ ナ ブ ル

Point 3

美しいシルエット
ジャケットとベストは、
腰位置を高く見せる後ろベルトデザイン。
A
ラインスカートはパネル切替えが縦ラインを強調し、
脚長効果も期
待できます。セミタイトスカートは脚さばきも良く、すっきり見えるな
ど、
細部までこだわったカッティングや素材で、
美しいシルエットを
叶えます。

無地とチェックのコンビネーションと豊富なアイテム数で、どん
ベスト AV1265-32
Aラインスカート AS2307-2
長袖ブラウス RB4157-15
スカーフ BA9136-3

な職種の方にもマッチするシリーズです。ウールのような高級
感のある素 材に、トラッドなアクセントをプラスしました。 組み

Trad Pattern
合わせ次第で可愛さもかっこよさも表現できるのが魅力です。

組み合わせ自在なValue Style
60

トラッドパターン

61

Gray

・A181SERIES・

知 的 さを 加 速 させる

人気商品

高 級 感 を 醸 し 出 す

優 し げ な 杢 調 の 素 材 が

端 正 な 印 象 の グ レ イが

リー ズ ナ ブ ル

Gray
・ 人気商品 ・

ジャケット

AJ0260-2 グレイ
¥20,000 +税

ポリエステル100％

裾上げらくらくパンツ

AP6243-2 グレイ
¥15,000 +税
ポリエステル100％
スナップで簡単に裾上げができます。

左

右

・ 人気商品 ・

長袖ブラウス

RB4162-15
¥5,900 +税

・ 人気商品 ・

ベスト
ホワイト

AV1265-32
¥14,500 +税

長袖ブラウス
グレイ

ポリエステル100％

ポリエステル100％
半袖RB4556もあります。

RB4155-15
¥5,300 +税

ホワイト

ポリエステル100％
共地リボン付き
半袖RB4549もあります。

Aラインスカート
スカーフブローチ

BCA9111-9
¥4,500 +税

ポリエステル100％
ブローチピン付き
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ピンク

AS2307-2 グレイ
¥11,000 +税
ポリエステル100％

ジャケット

Aラインスカート

ポリエステル100％

ポリエステル100％

AJ0260-2 グレイ
¥20,000 +税

ベスト
スカーフリボン

BA9141-3 レッド
¥4,500 +税

ポリエステル100%
アジャスター付き/リボン可動式

AV1265-32
¥14,500 +税

ポリエステル100％

AS2307-2 グレイ
¥11,000 +税

長袖ブラウス
グレイ

RB4155-15
¥5,300 +税

ホワイト

ポリエステル100％
共地リボン付き
半袖RB4549もあります。
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Gray
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人気商品

ト ラ ッ ド な チ ェ ッ ク 柄 が

リー ズ ナ ブ ル

誠 実 さ と 好 印 象 を 両 立

Gray
・ 人気商品 ・

ジャケット

AJ0261-32 グレイ
¥22,000 +税

ポリエステル100％

セミタイトスカート

AS2308-2 グレイ
¥11,000 +税

ポリエステル100％

長袖ブラウス

RB4165-15
¥5,100 +税

ホワイト

ポリエステル100％
半袖RB4559もあります。

ポリエステル100%
巾70cm／長さ70cm
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セミタイトスカート

長袖ブラウス

ポリエステル100％

ポリエステル100％

ポリエステル100％
共地リボン付き
半袖RB4560もあります。

AV1264-2 グレイ
¥13,000 +税

スカーフ

BA9124-19
¥4,900 +税

・ 人気商品 ・

ベスト

ボルドー

AS2309-32 グレイ
¥12,000 +税

RB4166-9 ピンク
¥5,100 +税
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Navy
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両 立 する上 品 な 色 味

人気商品

清 潔 感 の あ る 装 い に

ワ ン ト ー ン コ ー デ で

清 潔 感 と 女 性 らしさ を

リー ズ ナ ブ ル

Navy
・ 人気商品 ・

ベスト

AV1265-38
¥14,500 +税

ネイビー

ポリエステル100％

セミタイトスカート

AS2309-38
¥12,000 +税

ネイビー

ポリエステル100％

長袖ブラウス

RB4157-6 ブルー
¥7,300 +税
身頃／ポリエステル80% 綿20%
後身頃／ポリエステル100%
半袖RB4551もあります。

後身頃のみニット素材

スカーフリボン

BA9126-6 ブルー
¥4,400 +税

ポリエステル100%
アジャスター付き
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・ 人気商品 ・

ジャケット

AJ0261-38 ネイビー
¥22,000 +税

ポリエステル100％

Aラインスカート

AS2307-8 ネイビー
¥11,000 +税
ポリエステル100％

長袖ブラウス

RB4163-15
¥5,100 +税

スカーフ
ホワイト

ポリエステル100％
半袖RB4557もあります。

BA9123-6 ブルー
¥4,400 +税

ポリエステル100%
ループ付き
巾14cm／長さ86cm
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Navy
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人気商品

ク ー ル な ス ー ツ ス タ イ ル を

リー ズ ナ ブ ル

リ ボ ン ス カ ー フ で 華 や か に

Navy
・ 人気商品 ・

ジャケット

AJ0260-8 ネイビー
¥20,000 +税

ポリエステル100％

セミタイトスカート
左

右

・ 人気商品 ・

・ 人気商品 ・

ポリエステル100％

ベスト

長袖ブラウス

ジャケット

Aラインスカート

ポリエステル100％

身頃／ポリエステル100％
衿・カフス／ポリエステル80％ 綿20％
半袖RB4555もあります。

ポリエステル100％

ポリエステル100％

AV1264-8 ネイビー
¥13,000 +税

裾上げらくらくパンツ

AP6243-8 ネイビー
¥15,000 +税
ポリエステル100％
スナップで簡単に裾上げができます。

RB4161-7 ブルー
¥5,900 +税

衿・カフスのみ防汚加工

スカーフリボン

BA9135-6 ブルー
¥4,500 +税

ポリエステル100%
アジャスター付き
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AS2308-8 ネイビー
¥11,000 +税

AJ0261-38 ネイビー
¥22,000 +税

AS2307-8 ネイビー
¥11,000 +税

長袖ブラウス

RB4156-15
¥5,300 +税

ホワイト

ポリエステル100％
半袖RB4550、
七分袖RB4700もあります。

ベスト

AV1264-8 ネイビー
¥13,000 +税

ポリエステル100％

長袖ブラウス

RB4164-15
¥5,100 +税

ホワイト

ポリエステル100％
共地リボン付き
半袖RB4558もあります。

スカーフ

BCA9109-6
¥5,200 +税

ブルー

ポリエステル100％
巾12cm／長さ150cm
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トラッドパターン

Trad Pattern

PLAIN

ポリエステル100％

・A181SERIES・

CHECK

ポリエステル100％

Item Lineup

無地とチェック柄、
豊富な
アイテムで着こなし自在！

Navy

Gray

く
ら
く
ら
げ
裾上
ンツ

Navy

上品な杢感が高級感を醸し出すベーシックな無地素材と、
チェック柄の２パターンをご用意しました。
しなやかな風合いとストレッチ性、
イージーケア性などオフィスシーンを快適に過ごす機能性も魅力です。
トップスにはカラー裏地を採用、
グレイにはブラウン、
ネイビーにはブルーを組み合わせました。

Vest

PLAIN

PLAIN

商品が届いたその日に着用可能です !
1
ジャケット

ジャケット

AJ0260-2 グレイ
¥20,000 +税

ベスト

AJ0260-8 ネイビー
¥20,000 +税

2

3

ベスト

AV1264-2 グレイ
¥13,000 +税

CHECK

パ

AV1264-8 ネイビー
¥13,000 +税

CHECK
裾に目盛りの付いたテープとボタンがあり、縫わずに裾上げがらくに
できます。股下78cm〜68cm（最大10cm）
の裾上げが可能です。

ジャケット

AJ0261-32 グレイ
¥22,000 +税

後ろ身頃のサイドベンツ
&パイピング
裾に入ったベンツが腰まわりにゆ
とりを持たせ、
ウエストのパイピン
グが腰位置を高く見せます。

Skirt

ベスト

AJ0261-38 ネイビー
¥22,000 +税

AV1265-32
¥14,500 +税

後ろ身頃のサイドスリット
&パイピング

内ポケット
ジャケットの右内側にメモ帳が入
る深さのポケットが付いています。

A-line
PLAIN

PLAIN

裾に入ったスリットが腰まわりにゆ
とりを持たせ、
ウエストのパイピン
グが腰位置を高く見せます。

Semi Tight

PLAIN

ベスト
グレイ

AV1265-38
¥14,500 +税

げ
上
裾 らく
らく

ネイビー

衿のパイピング

パンツ選びの お悩みVoice

衿元のパイピングがおしゃれな
アクセントになっています。

裾上げらくらくパンツ

AP6243-2 グレイ
¥15,000 +税

CHECK

特許 第6337374号

リー ズ ナ ブ ル

Pants
ジャケット

裾上げらくらくパンツ

AP6243-8 ネイビー
¥15,000 +税

実はパンツ選びに悩んでいるという声がすごく多いのをご存知ですか？
その悩みの大半が裾上げに関するものなのです。

お悩み
着用者

スカート共通

Voice

Aラインスカート

Aラインスカート

セミタイトスカート

セミタイトスカート

セミタイトスカート

セミタイトスカート

グレイ

ネイビー

グレイ

ネイビー

グレイ

ネイビー

AS2307-2

¥11,000 +税
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AS2307-8

¥11,000 +税

人気商品

Jacket

Gray

し！
な
ス
レ
〟でスト
要
不
〝
裾上げ

AS2308-2

¥11,000 +税

AS2308-8

¥11,000 +税

AS2309-32

¥12,000 +税

AS2309-38

¥12,000 +税

後ろウエストゴム

後ろウエストゴム

箱ポケット

ウエストは後ろゴム仕様。Aライ
ンは4cm、
セミタイトは5cmのア
ジャスト分量がサイズ変化に柔
軟に対応します。

ウ エ スト は 後 ろ ゴ ム 仕 様。
4 cm のアジャスト分量がサイ
ズ変化に柔軟に対応します。

物が出し入れしやすく、型崩れ
しにくい箱ポケットが付いてい
ます。

企業

Voice

1
2
3

アイロンや裁縫道具を持っていないので、
自分で裾上げができません…。
洋服のお直し屋さんへ裾上げをお願いすると
時間と費用がかかってしまいます…。
個人に合わせて裾上げが必要なパンツ。
人の入れ替わりが多い会社なので、
コストを考え支給アイテムから外しています。

そんなお悩みに裾上げらくらくパンツがオススメ!
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右
ジャンパースカート

AO5200-16
¥24,000 +税

ブラック

ポリエステル87％ アクリル9％ ナイロン4％

ミニスカーフ

BA9138-4 グリーン
¥2,800 +税

ポリエステル100％
巾23cm／長さ23cm

長袖ブラウス

動きやすさ

RB4158-6 ブルー
¥7,500 +税

高級感を叶える

ポリエステル100％
半袖RB4552もあります。

Bouclé Knit
ブークレーニット

表面にカラーネップがさりげなく見える高級感のある
ニット素 材 。ニットならではの動きやすさや着心地の
良さに加え、シワになりにくいのも嬉しい。通 気 性 が
ニッ ト 素 材

良く蒸れにくいうえ、
保温性もあり暖かいのもポイント!

Black
ベスト

AV1261-16 ブラック
¥18,500 +税

ポリエステル87％ アクリル9％ ナイロン4％

Aラインスカート

AS2304-16 ブラック
¥14,500 +税
ポリエステル87％ アクリル9％ ナイロン4％

左
ジャケット

長袖ブラウス

RB4154-15
¥7,300 +税

ホワイト

AJ0257-16 ブラック
¥26,500 +税

ポリエステル87％ アクリル9％ ナイロン4％

ポリエステル100%
共地リボン付き
半袖RB4548もあります。

Aラインスカート

AS2304-16 ブラック
¥14,500 +税

スカーフ

BCA9109-6
¥5,200 +税

ブルー

ポリエステル87％ アクリル9％ ナイロン4％

長袖ブラウス

RB4158-15
¥7,500 +税

ホワイト

ポリエステル100％
半袖RB4552もあります。

スカーフ

BA9129-4 グリーン
¥4,500 +税

ポリエステル100%
巾58cm／長さ58cm

ポリエステル100％
巾12cm／長さ150cm
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左
ジャケット

AJ0257-8 ネイビー
¥26,500 +税

ポリエステル87％ アクリル9％ ナイロン4％

ラウンドネック長袖ニット

BCK7100-16
¥7,000 +税

ブラック

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。

セミタイトスカート

AS2301-16 ブラック
¥12,500 +税

ポリエステル100%

スカーフブローチ

BCA9111-9
¥4,500 +税

ピンク

ポリエステル100％
ブローチピン付き

ニッ ト 素 材

右
ベスト

AV1261-8 ネイビー
¥18,500 +税

ポリエステル87％ アクリル9％ ナイロン4％

ジャンパースカート

長袖ブラウス

RB4159-14
¥7,500 +税

ラベンダー

ポリエステル100％
リボン付き
半袖RB4553もあります。

ポリエステル87％ アクリル9％ ナイロン4％

Navy
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ポリエステル87％ アクリル9％ ナイロン4％

スカーフ

BCA9110-14
¥5,200 +税

パープル

ポリエステル100％
巾12cm／長さ150cm

七分袖ブラウス

Aラインスカート

AS2304-8 ネイビー
¥14,500 +税

AO5200-8 ネイビー
¥24,000 +税

スカーフリボン

BA9135-14
¥4,500 +税

オーキッド

RB4700-15
¥5,200 +税

ホワイト

ポリエステル100％
長袖RB4156、
半袖RB4550もあります。

ポリエステル100%
アジャスター付き
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ベスト AV1261-8
長袖ブラウス RB4159-14
スカーフリボン BA9135-14

ジャケット AJ0257-16
長袖ブラウス RB4158-15
スカーフ BA9129-4

Bouclé
Item
ブークレーニット

Knit
Lineup
ニッ ト 素 材

Navy
Jacket

ジャケット

AJ0257-8 ネイビー
¥26,500 +税
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Vest

ジャケット

AJ0257-16 ブラック
¥26,500 +税

後ろ身頃の
センターベンツ

内ポケット

裾に入ったベンツが腰まわりにゆ
とりを持たせます。

ジャケットの左右内側にメモ帳が入
る深さのポケットが付いています。

ベスト

AV1261-8 ネイビー
¥18,500 +税

Black

ポリエステル87％ アクリル9％ ナイロン4％

A-line Skirt

ベスト

AV1261-16
¥18,500 +税

Aラインスカート
ブラック

AS2304-8 ネイビー
¥14,500 +税

Jumper Skirt

Aラインスカート

AS2304-16 ブラック
¥14,500 +税

ジャンパースカート

AO5200-8 ネイビー
¥24,000 +税

ジャンパースカート

AO5200-16
¥24,000 +税

後ろ身頃の
スリット & パイピング

後ろウエストゴム

斜めポケット

裾に入ったスリットが腰まわりにゆ
とりを持たせ、
ウエストのパイピン
グが腰位置を高く見せます。

ウエストは後ろゴム仕様。5cmの
アジャスト分量がサイズ変化に柔
軟に対応します。

ラインを損なわず、
ものが出し入れ
しやすい斜めポケット仕様です。

ブラック
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