
80 「ハートフルコンシェルジュ®」は株式会社ジョアの登録商標です。

ハートフルコンシェルジュ®コレクション
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病院をはじめ、おもてなしの現場では、仕事を
スムーズに、スマートに進めるための機能が
求められます。持ち物が多くても安心の大容量
ポケット、実用的な名札ポケット、動きやすい
袖口のスリットなど様 な々機能性を高めています。

医療現場だからこそ
あったらうれしい便利な機能

襟元やポケット、背ベルトなどに、それぞれ
のアイテムの雰囲気に合わせた繊細な
デザインを施し、女性らしく品のある
かわいさをプラス。訪れる人の気持ちも
和むような癒されるデザインです。

繊細なデザインがつくる
品のある「かわいさ」

私たちをとりまく多くの色にはそれぞれの意味が
あります。ハートフルコンシェルジュ®では、清潔感
の「白」、やすらぎの「ピンク」、心身の緊張をほぐす
「ベージュ」などをベースカラーにしたり、

花柄を取り入れることで、接する方にリラックスして
もらえる、おもてなしにふさわしいしごと服を

提案しています。

親しみやすさや癒しを
感じさせる優しい色づかい
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医療の現場で選ばれているのには

理由があります。
医療現場では患者様やお客様が安心して心穏やかに過ごせるような、
あたたかみのあるおもてなしが求められます。
はたらく女性がいつも笑顔でお仕事ができるように、
また患者様に親しみやすさや
癒しを感じてもらえる様なしごと服をご提案します。
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医療の現場において患者様の安心感や
元気さを印象づけるシリーズ。大容量のポケット
や動き易い素材などの採用で、はたらく女性
をサポート。

世界的なファブリックブランド「リバティ・
ファブリック」の花柄を使ったシリーズは、着る
人だけでなく、見る人にも“癒し”や“優しさ”
を与える新しいおもてなしスタイルです。

クリニックや病院の受付、カウンター業務の
方々に向けたシリーズです。品良く華やかな
デザインにリボンやスカーフを組み合せ、
明るさと上質感を演出。

テンダーハート 

フレンドリーハート 

リバティプリントの花柄が演出する
ワンランク上のおもてなし。

清楚＆洗練された印象が
グレード感をアピール。

上品な大人のかわいらしさが
親近感を演出。

リバティ・ファブリック



気品あるリバティプリントの花柄が、上質な癒しを演出
多くの人に愛され、長年にわたり様 な々ブランドに起用されている世界的ブランド「リバティ・ファブリック」。花柄を

はじめとしたプリントは、様々なシーンにマッチする気品溢れるテキスタイルデザインとして認知されています。

en joieでは、着る人だけでなく、見る人にも“癒し”や“優しさ”を与える新しいおもてなしスタイルをご提案します。

1875年創業の英国リバティ社が手掛ける老舗テキスタイルブランド「LIBERTY 
FABRIC」は、 創業以来、日本や東洋の装飾品や織物・工芸品を収集し、そこか
らインスピレーションを得て、プリントデザインや製品を世界中に提案してきました。
その高いデザイン性と唯一無二の優美な柄で世界中を魅了し、100年以上経った
今でも多くの人に愛され続けています。毎シーズン独創的なテキスタイルを発表し、
アパレル業界に新しい風を吹かせるだけでなく、有名ブランドと
のコラボレーションなど、幅広いシーンで活躍し続けています。
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Ａラインスカート（55cm丈）
51863-2（黒）
本体価格 ¥15,000+税
オードリーニット
ポリエステル100％

2WAYストレッチオールシーズンホームクリーニング 右脇ポケット付

生地厚らくらくカン

半袖カットソー
06080-4（ホワイト）
本体価格 ¥6,000+税
ポンチローマ
ポリエステル80％・綿20％

吸汗・速乾

2WAYストレッチ

ホームクリーニング W&W性 UVカット

2WAYストレッチオールシーズン 名札ポケット付

ジャケット
81850-7（ベージュ）
本体価格 ¥29,000+税
アクティブストレッチニット
ポリエステル100％

ドライクリーニング

生地厚防汚加工 吸汗・速乾

フレアスリーブが女性らしいジャケットに、
花柄のスカートをあわせた
エレガントなおもてなしスタイル。

エレガントなデザインと
モノトーンの花柄が演出する
クラス感のあるおもてなし
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黒ベースのシックな花柄を
アクセントにした清楚なおもてなしスタイル。
ニット素材を使用しておりストレッチ性も抜群です。

柔らかな印象の
ピンクベージュ×花柄で
訪れる人に安心感を

スッキリとしたラインが上品な
ワンピーススタイル。ウエスト
ベルトをポイントにハイウエスト
切り替えで脚長効果も期待
できます。

バックスタイル

胸元に施したデザインタック
はふんわりと包み込むような
優しさを演出してくれます。

フロントタック　

吸汗・速乾性、防シワ性に優れたニット
素材。軽く、伸縮性がよく、ソフトな膨ら
みと光沢感が特色です。

アクティブストレッチニット

※タップガード®（防汚加工）付き。
水や油をはじく撥水・撥油機能を備え、汚れが
つきにくく落ちやすいので、お手入れがラクに出
来ます。（タップガード®は東レ㈱の素材です。）

ィブストレッチニット

ワンピース
61850-7（ベージュ）
本体価格 ¥28,000+税
アクティブストレッチニット
ポリエステル100％

2WAYストレッチオールシーズンホームクリーニング

名札ポケット付 生地厚

両脇ポケット付

防汚加工 吸汗・速乾
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袖口の切り替えにタックを
施し、上品に広がるフレア
スリーブはおもてなしの動作
をより美しく魅せてくれます。

フレアスリーブ

スカーフ 
OP155-5（ピンク）
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

ウエストポーチ  
OP141-4（ホワイト）
本体価格 ¥10,800+税
ポリウレタン100％

ワンピース
61850-7（ベージュ）
本体価格 ¥28,000+税
アクティブストレッチニット
ポリエステル100％

2WAYストレッチオールシーズンホームクリーニング

名札ポケット付 吸汗・速乾 生地厚

両脇ポケット付

2WAYストレッチオールシーズン 名札ポケット付

ジャケット
81850-7（ベージュ）
本体価格 ¥29,000+税
アクティブストレッチニット
ポリエステル100％

ドライクリーニング

吸汗・速乾 生地厚防汚加工

防汚加工



Ａラインスカート（55cm丈）
51853-2（黒）
本体価格 ¥11,500+税
アクティブストレッチニット
ポリエステル100％

2WAYストレッチオールシーズンホームクリーニング 右脇ポケット付

生地厚らくらくカン吸汗・速乾

下側
オードリーニット
ポリエステル100％
　

プルオーバートップス
41860-2（黒）
本体価格 ¥13,500+税
上側
アクティブストレッチニット
ポリエステル100％

2WAYストレッチオールシーズンホームクリーニング

2WAYストレッチオールシーズンホームクリーニング

吸汗・速乾

生地厚

生地厚

フロントのハートカットのデザインが上品でやさしい雰囲気を演出。
伸縮性があり動きやすいニット素材を使用し、
機能性にも配慮しました。

シックな花柄がアクセントの
大人かわいいプルオーバー

生地の切り替え部分に
目立たないスリットポケット
付きで実用的なデザイン。

スリットポケット

切り替えがすっきりとした
印象のバックスタイル。

バックスタイル

後ろにスリットが入っており
着脱がしやすいデザインに。

背中のスリット
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スカーフ 
OP155-5（ピンク）
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

Ａラインスカート（55cm丈）
51853-2（黒）
本体価格 ¥11,500+税
アクティブストレッチニット
ポリエステル100％

2WAYストレッチオールシーズンホームクリーニング 右脇ポケット付

生地厚らくらくカン吸汗・速乾

下側
オードリーニット
ポリエステル100％
　

プルオーバートップス
41860-7（ベージュ）
本体価格 ¥13,500+税
上側
アクティブストレッチニット
ポリエステル100％

2WAYストレッチオールシーズンホームクリーニング

2WAYストレッチオールシーズンホームクリーニング

吸汗・速乾 生地厚

生地厚

防汚加工



かわいらしさと華やかさを兼ね備えた
ワンピースは、ニット素材で動きやすさバツグン。
お花をモチーフにしたスカーフを
組み合わせて、より優しい印象に。

花柄プリントを大胆に
使用したリッチ感漂う
七分袖ワンピース

上品な光沢感が特徴の素材に「オードリー」というリバティ・ファブリック
のクラシックな花柄をプリント。おもてなしシーンに気品あふれる華や
かさを添えてくれます。ニット素材なのでストレッチ性があり、ハイクラスな
医療の現場にぴったりな機能性と上質感を兼ね備えた優秀素材です。

胸元に施したデザインタック
はふんわりと包み込むような
優しさを演出してくれます。

胸元に施したデザインタック
はふんわりと包み込むような
優しさを演出してくれます。

フロントタック　

腕の曲げ伸ばしがしやすい
仕様に仕上げました。

袖口のスリット

スッキリとしたラインが上品な
ワンピーススタイル。ハイウエスト
切り替えで脚長効果も期待
できます。

バックスタイル
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スカーフ 
OP155-5（ピンク）
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

ワンピース
61860-2（黒）
本体価格 ¥31,000+税
身頃部分
オードリーニット
ポリエステル100％

スカート部分
アクティブストレッチニット
ポリエステル100％
　

2WAYストレッチ

2WAYストレッチ

オールシーズンホームクリーニング 名札ポケット付

生地厚

生地厚

両脇ポケット付オールシーズンホームクリーニング

吸汗・速乾
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吸汗・速乾性、防シワ性に優れたニット
素材。軽く、伸縮性がよく、ソフトな膨ら
みと光沢感が特色です。

アクティブストレッチニットブストレッチニット

上品な光沢感があるブラックの素材に
モノトーンの花柄プリントを効かせた
グレード感漂うコーディネートです。

ハイクラスな医療現場にふさわしい
シックな花柄をあしらった
リッチ感漂う装い

スカーフ 
OP155-5（ピンク）
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

ワンピース
61850-2（黒）
本体価格 ¥28,000+税
アクティブストレッチニット
ポリエステル100％

2WAYストレッチオールシーズンホームクリーニング

吸汗・速乾 生地厚名札ポケット付

両脇ポケット付

ポリポリ

スカーフ 
OP127-5（ピンク）
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

2WAYストレッチオールシーズン 名札ポケット付

ジャケット
81850-2（黒）
本体価格 ¥29,000+税
アクティブストレッチニット
ポリエステル100％

ドライクリーニング

吸汗・速乾 生地厚

Ａラインスカート（55cm丈）
51863-2（黒）
本体価格 ¥15,000+税
オードリーニット
ポリエステル100％

2WAYストレッチオールシーズンホームクリーニング 右脇ポケット付

生地厚らくらくカン

半袖カットソー
06080-2（黒） 
本体価格 ¥6,000+税
ポンチローマ
ポリエステル80％・綿20％

ホームクリーニング W&W性 UVカット 2WAYストレッチ

吸汗・速乾
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より華やかな印象を与える花柄のスカートに、
上品なフリルのブラウスを
コーディネートすることで、
より一層クラス感漂うおもてなしスタイルに。

ブラウスと花柄スカートの
清楚スタイルは
様 な々シーンで活躍

Ａラインスカート（55cm丈）
51863-2（黒）
本体価格 ¥15,000+税
オードリーニット
ポリエステル100％

2WAYストレッチオールシーズンホームクリーニング 右脇ポケット付

生地厚らくらくカン

長袖ブラウス
01070-7（ベージュ）
本体価格 ¥9,500+税
ブリリアント・ドット
ポリエステル70％
トリアセテート30％

ホームクリーニング エコ素材

Ａラインスカート（55cm丈）
51863-2（黒）
本体価格 ¥15,000+税
オードリーニット
ポリエステル100％

2WAYストレッチオールシーズンホームクリーニング 右脇ポケット付

生地厚らくらくカン

長袖ブラウス
01070-2（黒）
本体価格 ¥9,500+税
ブリリアント・ドット
ポリエステル70％
トリアセテート30％

ホームクリーニング エコ素材

スカーフ 
OP155-5（ピンク）
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

左 右
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テンダーハート 

クリニックや病院の受付、カウンター業務の方々に向けたシリーズです。
スカーフやリボンなどのアクセントが映えるシンプルなデザインがポイント。
華やかさと気品を併せ持ち、和やかな雰囲気を醸し出します。
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ツイードニット

全体を淡色でまとめ、
ウエストを濃色のリボン風ベルトで引き締めた、

すっきりとしたラインが魅力です。
トップスは動きやすいニット素材を採用。
ストレスフリーの優しい着心地と
動きやすさがポイントです。

ふんわり柔らかな
色合いと素材感で
優しい印象にまとめた

ワンピース

スカーフ 
OP151-5（ピンク）
本体価格 ¥4,600+税
ポリエステル100％

ワンピース

身頃部分
ダイヤニット
ポリエステル100％

スカート部分
ツイードニット
ポリエステル100％
　

61750-5（ピンク）
本体価格 ¥28,500+税

名札ポケット付 生地厚

6

2WAYストレッチ 防透オールシーズンホームクリーニング

両脇ポケット付2WAYストレッチオールシーズンホームクリーニング

生地厚

6

吸汗・速乾

帽子
OP502-4（ホワイト）
本体価格¥21,500+税
ポリエステル100％



ツイード調の編み地が高級感を醸し出す
ニット素材を採用。顔周りを優しく演出する

胸元のリボン風デザインや
ふんわりパフスリーブが女性らしく親近感もアップ。

リボン風デザインの
胸元が

フェミニンなプルオーバー
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プルオーバートップス
41750-5（ピンク）
本体価格 ¥19,000+税
ツイードニット
ポリエステル100％

ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ 名札ポケット付

生地厚

6

フレアースカート（53cm丈)
51412-2（黒）
本体価格 ¥12,500+税
フレキシブルサージ
ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

すべり止めテープ付ホームクリーニング オールシーズン

生地厚らくらくカン

2WAYストレッチ

スカーフ 
OP127-5（ピンク）
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

93

独特な凹凸感が新鮮な
ニットは、ツイード調で高
級感があり、きちんとし
た印象。ニット特有の柔
らかさを保ちながらも適
度な張りで仕立て映え
のする優秀素材です。

ツイードニット

透け防止、吸汗速乾性、
防シワ性に優れたニット
素材。光沢感のある糸
をミックスした立体感の
ある組織。軽くて伸縮
性も良い素材です。

ダイヤニット

プルオーバーの着方はP50を参照
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ツイードニット

首周りやポケットの黒配色、シルバー縁の
ボタンがグレード感を漂わせるベスト。
持ち物が多いお仕事にも対応した

大容量ポケットには
リボンをあしらい、愛らしい印象に。

優しい印象の
ピンク×黒の

上品な癒し系コーデ

インカムポーチ 
OP150-2（黒）
本体価格 ¥5,000+税
ナイロン100％

ベスト
11750-5（ピンク）
本体価格 ¥18,500+税
ツイードニット
ポリエステル100％

名札ポケット付オールシーズンホームクリーニング 生地厚

6

長袖シャツ
01135-4（ホワイト）
本体価格 ¥9,200+税
グレイスカルゼ
ポリエステル50％・トリアセテート50％

エコ素材ホームクリーニング

スカーフ 
OP151-5（ピンク）
本体価格 ¥4,600+税
ポリエステル100％

フレアースカート（53cm丈)
51412-2（黒）
本体価格 ¥12,500+税
フレキシブルサージ
ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

すべり止めテープ付ホームクリーニング オールシーズン

生地厚らくらくカン

2WAYストレッチ

吸汗・速乾



仕立て映えのするニット素材は、
ストレスフリーの優しい着心地が魅力。

クリニックなど医療シーンに
おすすめのコーディネートです。

好感度の高いブルーで
信頼感をアピール
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ベスト
11750-3（ブルー）
本体価格 ¥18,500+税
ツイードニット
ポリエステル100％

名札ポケット付オールシーズンホームクリーニング 生地厚

6

ラップキュロット（51cm丈)
71415-1（紺）
本体価格 ¥14,000+税
フレキシブルサージ
ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

ホームクリーニング

1カン

オールシーズン

生地厚

2WAYストレッチ

すべり止めテープ付

右脇ポケット付

左

2WAYストレッチ

長袖ブラウス＜リボン付＞
01210-4（ホワイト）
本体価格 ¥7,500+税
ブライトドットニット
ポリエステル100％

ホームクリーニング W&W性 吸汗・速乾

プルオーバートップス
41750-3（ブルー）
本体価格 ¥19,000+税
ツイードニット
ポリエステル100％

ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ 名札ポケット付

生地厚

6

ティアードスカート（53cm丈）
51411-1（紺）
本体価格 ¥12,500+税
フレキシブルサージ
ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

ホームクリーニング

すべり止めテープ付

オールシーズン

らくらくカン

2WAYストレッチ 両脇ポケット付

生地厚

スカーフ 
OP151-3（ブルー）
本体価格 ¥4,600+税
ポリエステル100％

右

ハ
ー
ト
フ
ル 

コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
®

プルオーバーの着方はP50を参照
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ツイードニット

清潔感のあるブルーに
愛らしい印象のパフスリーブや

ウエストのリボンが親しみやすさを漂わせます。

スマートなシルエットが
上質感を漂わせるワンピ

スカーフ 
OP151-3（ブルー）
本体価格 ¥4,600+税
ポリエステル100％

ワンピース

身頃部分
ダイヤニット
ポリエステル100％

スカート部分
ツイードニット
ポリエステル100％
　

61750-3（ブルー）
本体価格 ¥28,500+税

名札ポケット付 生地厚

6

2WAYストレッチ 防透オールシーズンホームクリーニング

両脇ポケット付2WAYストレッチオールシーズンホームクリーニング

生地厚

6

吸汗・速乾
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名札
ポケット
付き

名札
ポケット
付き

ワンピース
61750-5（ピンク）

本体価格 ¥28,500+税

ワンピース
61750-3（ブルー）

本体価格 ¥28,500+税

帽子
OP502-4（ホワイト）
本体価格 ¥21,500+税

インカムポーチ
OP150-2（黒）

本体価格 ¥5,000 +税

スカーフ 
OP151-3（ブルー）
本体価格 ¥4,600+税

スカーフ 
OP151-5（ピンク）

本体価格 ¥4,600+税

イト）
0+税

本体価格 ¥5,000 +税

すっきりとしたデザインの
バックスタイル。

バックスタイル
充分な深さのあるポケット
付きで実用的。

ポケット
背中のファスナーが大きく
開閉するので着脱ラクラク。
下から着ることも可能です。

後ろファスナー
白配色が爽やかな袖口は、
スリット入りで動きやすさに
もこだわったデザイン。

スリット入りの袖

凹凸感が新鮮なニット素材を採用した、
柔らかく優しい印象のおもてなしシリーズです。
デスクワークから接客まで。あらゆる職種に対応するバリエーションに富んだ各種アイテムをラインナップしています。

ベスト
11750-3（ブルー）

本体価格 ¥18,500+税

ベスト
11750-5（ピンク）

本体価格 ¥18,500+税

濃色のテープで引き
締めたウエストのデ
ザインがポイントの
バックスタイル。

バックスタイル

袖口にスリットが
入っていて、デザイ
ン性にも動きやすさ
にも配慮しました。

スリット入りの袖

名札
ポケット
付き

名札
ポケット
付き

プルオーバートップス
41750-3（ブルー）

本体価格 ¥19,000+税

プルオーバートップス
41750-5（ピンク）

本体価格 ¥19,000+税

名札
ポケット
付き

名札
ポケット
付き

容量が大きく持ち物の多い
お仕事の方にも嬉しい便利
なサイズのポケット。

大容量ポケット
ぺプラム仕様に真ん中の
リボンがアクセントのバック
スタイル。

バックスタイル
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バスケットニット

東レのスプリンジーⓇという糸を使用
した透け防止素材。ニットのストレッチ
性、シワになりにくいなど高機能な
素材です。バスケット調の凹凸感が
優しい印象を与えます。

〈スプリンジーⓇ使用〉

東レのスプリンジ東レのスプリンジ

〈スプリンジーⓇ使用〉

清潔感が漂うオフホワイトのニットジャケットは
シワになりにくく、ストレスフリーの

着心地がポイントです。フロントタックの
シルエットがフェミニンなコクーンスカートと
合わせて爽やかで洗練された雰囲気に。

クリニックの受付や
接客業の方に最適な一枚です。

ツイードの配色、
ゴールドのテープやボタンが
上質感を醸し出します

ジーⓇという糸を使用ジ Ⓡという糸を使用Ⓡと う糸を使用

コクーンスカート（53cm丈）
51690-2（黒）
本体価格 ¥12,000+税
バスケットニット〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

ホームクリーニング 2WAYストレッチオールシーズン

生地厚

6
らくらくカン両脇ポケット付

ストレッチ
カーブベルト

スカーフ
OP127-5（ピンク）
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

ジャケット
81690-4（ホワイト）
本体価格 ¥23,000+税
バスケットニット〈スプリンジーⓇ使用〉
ポリエステル100％

ホームクリーニング 2WAYストレッチオールシーズン

生地厚

7

防透

吸汗・速乾



ワンピース
61690-4（ホワイト）
本体価格 ¥27,000+税
バスケットニット〈スプリンジーⓇ使用〉
ポリエステル100％

生地厚

7

ホームクリーニング オールシーズン 両脇ポケット付 2WAYストレッチ

防透

99

ふんわりやわらかな印象のオフホワイトのワンピース。
ハイウエストの切り替えで

細見え効果と脚長効果が期待できます。
ファスナーにあしらったリボンチャームは
上げ下げしやすくするための優れもので、

着脱時のストレスを解消。

クリーンな色使いと
優しいデザインが
親近感を漂わせます

ハ
ー
ト
フ
ル 

コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
®
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凛とした雰囲気とソフトな印象を
併せ持つニットジャケット。

ボリューム感のあるフレアースカートとのコーディネートが
女性らしいシルエットを演出します。
ＰＨＳも収納できる２つの胸ポケットが

機能性を高めます。

同色のコーデで
落ち着いたシックな印象の
おもてなしスタイル

バスケットニット

ジャケット
81690-2（黒）
本体価格 ¥23,000+税
バスケットニット〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

ホームクリーニング 2WAYストレッチオールシーズン

生地厚

6

フレアースカート（53cm丈）
51693-2（黒）
本体価格 ¥11,000+税
バスケットニット〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

ホームクリーニング

すべり止めテープ付

オールシーズン

生地厚

6

右脇ポケット付2WAYストレッチ

らくらくカン

吸汗・速乾

吸汗・速乾
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東レのセオⓇアルファという吸水性
に富んだ素材。2WAYストレッチのニット
素材なので動きやすくシワになりにく
い優秀素材です。

〈セオⓇアルファ使用〉

アルファという吸水性

ワンピース
61690-2（黒）
本体価格 ¥27,000+税
バスケットニット〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

生地厚

6

ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ 両脇ポケット付

スカーフ
OP98-3（ブルー）
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

吸汗・速乾

後ろゴムパンツ
71693-2（黒）

本体価格 ¥14,500+税

コクーンスカート（53cm丈）
51690-2（黒）

本体価格 ¥12,000+税

フレアースカート（53cm丈）
51693-2（黒）

本体価格 ¥11,000+税

後ろゴム
仕様

後ろゴム仕様で
ウエスト楽々
後ろのウエストベルトはゴム
仕様になっており、ストレッ
チ性があるのでお腹が窮
屈にならず、動きにも合わ
せて伸縮します。

ふんわり仕上げの
フロントタック
フロントの両サイドはタック
を入れ、サイズ的にもゆと
りのあるデザインに。ふん
わりしたシルエットがフェミ
ニンです。

ストレッチ抜群の
カーブベルト
ベルトはストレッチ性の高
いカーブベルトで、動きに
合わせてストレッチするの
でお腹まわりが楽々。

美シルエットの
カーブライン

カーブラインの切り替えを施し、
バックスタイルも美しいシル
エットを実現。ヒップアップ効
果があります。
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スカーフ
OP127-5（ピンク）
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

コクーンスカート（53cm丈）
51690-2（黒）
本体価格 ¥12,000+税
バスケットニット〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

ホームクリーニング 2WAYストレッチオールシーズン

吸汗・速乾 生地厚

6
らくらくカン両脇ポケット付

ストレッチ
カーブベルト

プルオーバートップス
41690-2（黒）
本体価格 ¥20,000+税
バスケットニット〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

生地厚

6

吸汗・速乾ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ

プルオーバーの着方はP50を参照

プルオーバートップス
41690-4（ホワイト）
本体価格 ¥20,000+税
バスケットニット〈スプリンジーⓇ使用〉
ポリエステル100％

生地厚

7

ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ 防透

スカーフ
OP127-5（ピンク）
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

フレアースカート（53cm丈）
51693-2（黒）
本体価格 ¥11,000+税
バスケットニット〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

ホームクリーニング

すべり止めテープ付

オールシーズン

生地厚

6

右脇ポケット付2WAYストレッチ

らくらくカン吸汗・速乾

プルオーバーの着方はP50を参照

フロントにボタンが付いていないので医療機器のコードが引っかかったり、
患者様と接するときに当たってしまうことがなく安全です。

ストレスフリーな着心地に加え、
着丈の長いデザインは、
動きの多い職場に最適。

安全性とデザイン性を兼ね備えた
医療のシーンにふさわしいプルオーバー



かわいい
ファスナーチャーム
ファスナーのチャームはかわ
いいリボン。デザイン性だけ
でなく、掴みやすさも兼ね備
えています。

両胸のポケット
胸ポケットは２つ付いている
ので、ペンやPHSを入れたり、
名札を付けるのにも便利。

後ろファスナー
背中のファスナーが大きく開
閉するので着脱もラクラク。
下から着ることも可能です。

バックスタイル
ハイウエストの位置でペプラ
ムになっていることで、細見
え効果や脚長効果があり、
しゃがんでも背中が出ない
着丈になっています。
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ジャケット
81690-2（黒）

本体価格 ¥23,000+税

ジャケット
81690-4（ホワイト）
本体価格 ¥23,000+税

丸いフラップポケット
配色を施した丸いフラップは
かわいくてきちんと感のある
デザイン。

バックスタイル
背中にはウエストが引き締
まって見えるよう配色を施し
ました。

両胸のポケット
胸ポケットは２つ付いている
ので、ペンやPHSを入れたり、
名札を付けるのにも便利。

バックスタイル
ハイウエストの位置で切り替
えを施すことで、細見え効果
や脚長効果があります。

両胸のポケット
胸ポケットは２つ付いている
ので、ペンやPHSを入れたり、
名札を付けるのにも便利。

かわいい
ファスナーチャーム
ファスナーのチャームはかわ
いいリボン。デザイン性だけ
でなく、掴みやすさも兼ね備
えています。

プルオーバートップス
41690-2（黒）

本体価格 ¥20,000+税

プルオーバートップス
41690-4（ホワイト）
本体価格 ¥20,000+税

か
フ
フ
い
で
え

ワンピース
61690-2（黒）
本体価格

¥27,000+税

ワンピース
61690-4（ホワイト）

本体価格
¥27,000+税



104

ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ

生地厚

7

後ろゴム仕様

らくらくカン右脇ポケット付

後ろゴムフレアースカート
（55㎝丈）
51515-2（黒）
本体価格 ¥12,000+税
アクティブストレッチニット
ポリエステル100％

吸汗・速乾

プルオーバートップス
41720-7（ベージュ）
本体価格 ¥16,500+税
上側
シャイ二ージャガード
ポリエステル100％

ホームクリーニング 生地厚

4

下側
バスケットニット〈スプリンジーⓇ使用〉
ポリエステル100％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 生地厚

7
防透

スカーフ
OP127-5（ピンク）
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

リボンのアクセント
生地と同色のグログラン
テープで、ほんのり甘い
ディテールを。

バックスタイル
シンプルですっきりとした
デザインのバックスタイル
です。

後ろファスナー
背中のファスナーが大き
く開閉するので着脱もラ
クラク。

※プルオーバートップスの着用方法はP50を参照ください。

シャイニージャガード

モザイク調の繊細な織り柄のジャガード素材と、
シワになりにくいストレッチ素材の

異素材を使用することで高級感のある一着に。
適度な厚みのある透け防止素材なので、
一枚でも安心して着られるのが魅力です。

白×ベージュの配色が
上品で優しい印象の
プルオーバートップス

プルオーバーの着方はP50を参照
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シャイニージャガード
モザイク調の繊細な織り柄のジャカード素材。光沢感があり、
上品な印象な素材で、ネイビー、ブラック、ベージュの３色展開です。

東レのセオⓇアルファという吸水性に富んだ素材。
2WAYストレッチのニット素材なので動きやすくシワに
なりにくい優秀素材です。

バスケットニット〈セオⓇアルファ使用 〉 東レのスプリンジーⓇという透け防止素
材。ニットのストレッチ性や、シワになりにく
いなど高機能な素材です。バスケット調の
凹凸感が優しい印象を与えます。

バスケットニット〈スプリンジーⓇ使用 〉

上側 下側

東レのスプリンジーⓇという透け防止素東レのス

ケットニットバスケ 〈スプリンジーⓇ使用〉

フレアースカート（53cm丈）
51513-2（黒）
本体価格 ¥11,500+税
アクティブストレッチニット
ポリエステル100％

ホームクリーニング

すべり止めテープ付

オールシーズン

らくらくカン

2WAYストレッチ

生地厚

吸汗・速乾

プルオーバートップス
41720-1（紺）
本体価格 ¥16,500+税
上側
シャイ二ージャガード
ポリエステル100％

ホームクリーニング 生地厚

4

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

下側
バスケットニット〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

吸汗・速乾

生地厚

6

プルオーバーの着方はP50を参照
後ろゴムクロップドパンツ
71513-2（黒）
本体価格 ¥13,500+税
アクティブストレッチニット
ポリエステル100％

スカーフ 
OP155-5（ピンク）
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

ウエストポーチ 
OP146-2（黒）
本体価格 ¥4,000+税
ナイロン100%

ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ

生地厚

7

後ろゴム仕様

両脇ポケット付 吸汗・速乾 1カン

プルオーバートップス
41720-2（黒）
本体価格 ¥16,500+税
上側
シャイ二ージャガード
ポリエステル100％

ホームクリーニング 生地厚

4

ホームクリーニング 生地厚

6
2WAYストレッチ

下側
バスケットニット〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

吸汗・速乾

プルオーバーの着方はP50を参照
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ハピネスチェック

フレンドリーハート 

医療の現場において、患者様の安心感につながるような、
優しい色合いのチェック柄で印象アップ。大容量の脇ポケットや抗菌素材などの
採用で、はたらく女性をサポートします。

暖かみのあるベビーピンクと
優しいアイボリーに溶け込む柔らかい色使いが、

安心感を漂わせる癒し系ベスト。
首周りやポケット、バックスタイルにあしらった

ネイビーの配色がバランス良く全体を引き締めます。

柔らかく温かい色味で
まとめた、優しい
印象のベストスタイル

ベスト
11740-4（ホワイト）
本体価格 ¥19,500+税
ハピネスチェック
ポリエステル100％

名札ポケット付オールシーズン 生地厚

5
ホームクリーニング

フレアースカート（53cm丈)
51753-1（紺）
本体価格 ¥12,500+税
ツイードニット
ポリエステル100％

ホームクリーニング 右脇ポケット付オールシーズン

生地厚

6
すべり止めテープ付 らくらくカン

2WAYストレッチ

長袖ブラウス＜リボン付＞
01191-5（ピンク）
本体価格 ¥11,500+税
ブリリアント・ドット
ポリエステル70％・
トリアセテート30％

エコ素材ホームクリーニング

フラップ風
ポケット
フラップの上から
物の出し入れ
ができ、便利で
機能的なのに
見た目も愛らし
いポケット。

バック
スタイル
ネイビーの配色
を効かせたバッ
クスタイルで
すっきりとまとめ
ました。
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ツイードニット

暖かみのあるチェック柄ベストと
2WAYストレッチのネイビー無地の

組み合わせスタイル。
優しく好印象なコーディネートです。

優しい印象の
ベストとジャケットの
スリーピーススタイル

ベスト
11740-4（ホワイト）
本体価格 ¥19,500+税
ハピネスチェック
ポリエステル100％

名札ポケット付オールシーズン

生地厚

5

ホームクリーニング

ジャケット
81750-1（紺）
本体価格 ¥28,500+税
ツイードニット
ポリエステル100％

生地厚

6
ドライクリーニング 2WAYストレッチ

フレアースカート（53cm丈)
51753-1（紺）
本体価格 ¥12,500+税
ツイードニット
ポリエステル100％

ホームクリーニング オールシーズン

すべり止めテープ付 らくらくカン

2WAYストレッチ

右脇ポケット付

長袖ブラウス
01073-4（ホワイト）
本体価格 ¥9,500+税
ブリリアントドット
ポリエステル70％
トリアセテート30％

ホームクリーニング エコ素材

生地厚

6

ラメの
パイピング
襟やフラップに
施したラメパイ
ピングがアクセ
ントに。

バック
スタイル
シンプルなバック
スタイルですっき
りとまとめました。

ハピネスチェック

すっきりとしたカルゼ調のベースに大
柄のチェックが良く映える上品な素材。
温かみのあるオフベースにベビーピンク
の色使いが優しい印象を与えます。

に
素材
ピン

ツイードニット

独特な凹凸感が新鮮なニットは、ツイード調
で高級感がありきちんとした印象。ニット
特有の柔らかさを保ちながらも適度な
張りで仕立て映えのする優秀素材です。

大
材。
ンク
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ベスト
11740-3（ブルー）
本体価格 ¥19,500+税
ハピネスチェック
ポリエステル100％

名札ポケット付オールシーズン 生地厚

5
ホームクリーニング

マーメイドスカート（55cm丈)
51752-1（紺）
本体価格 ¥12,500+税
ツイードニット
ポリエステル100％

ホームクリーニング 右脇ポケット付オールシーズン

生地厚

6
すべり止めテープ付 らくらくカン

2WAYストレッチ

長袖ブラウス＜リボン付＞
01170-3（ブルー）
本体価格 ¥7,800+税
マシュマロカルゼ
ポリエステル100％

ホームクリーニング UVカット防透 吸汗・速乾
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ソフトジャケット
81740-3（ブルー）
本体価格 ¥25,000+税
ハピネスチェック
ポリエステル100％

名札ポケット付オールシーズン 生地厚

5
ホームクリーニング

フレアースカート（53cm丈)
51753-1（紺）
本体価格 ¥12,500+税
ツイードニット
ポリエステル100％

ホームクリーニング 右脇ポケット付オールシーズン

生地厚

6
すべり止めテープ付 らくらくカン

2WAYストレッチ

ハピネスチェック

きちんとした印象を与えられる
ジャケットの上質感を保ちながら、
裏地がないので軽くて動きやすい
着心地も実現できた1枚です。

軽くて動きやすい
ソフトジャケットで
毎日が軽やかに

バックスタイル

ネイビーの配色を効かせた
バックスタイルで
すっきりとまとめました。

ウエストポーチ 
OP146-2（黒）
本体価格 ¥4,000+税
ナイロン100%
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プリンセスチェック

優しいカラーリングのベストと、
やわらかなシルエットのスカートが品の良さを演出。

PHSやスマートフォンが入れられる、
機能性に配慮した2重ポケットが

ポイントです。

便利な機能ポケットで
着る人にも優しい
癒し系ベスト

黒の配色を効かせたバック
スタイルですっきりとまとめ
ました。

バックスタイル

はたらく女性にとって、ＰＨＳ
やスマートフォンは必需品。
いつでもどこでもスマートに
対応できるよう、取り出しや
すい機能ポケットを採用し
ています。

機能ポケットで
スマートな対応をサポート

フレアースカート（53cm丈） 
51643-2（黒）
本体価格 ¥12,500+税
ストレッチアムンゼン
ポリエステル55％
複合繊維（ポリエステル）45％

両脇ポケット付

生地厚

3

ホームクリーニング

すべり止めテープ付

2WAYストレッチ

ベスト
11660-4（ホワイト）
本体価格 ¥19,000+税
プリンセスチェック
ポリエステル70％・毛25％・
レーヨン5％

生地厚

3

ホームクリーニング 名札ポケット付 機能ポケット付

長袖シャツ
01135-4（ホワイト）
本体価格 ¥9,200+税
グレイスカルゼ
ポリエステル50％・トリアセテート50％

ホームクリーニング

リボン
OP121-5（ピンク）
本体価格 ¥4,200+税
ポリエステル100％
リボンの付け方はP202を参照
 

オールシーズン

オールシーズン

エコ素材

1カン

吸汗・速乾
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優しさを与える
ピンクのパイピングが
ジャケットに映える一枚

Back Style

プリンセスチェック

ピンクのラインがほんのり甘いチェック
柄。柔らかくて軽い素材感で、優しい雰
囲気を醸し出します。

ストレッチアムンゼン

しなやかな弾力性やシワになりにくい復元
力、2WAYストレッチのある糸を使った高機
能素材。軽くソフトタッチなので、着心地も良
く、動きやすさも抜群です。

ピンクのの
柄。柔ららか
囲気を醸醸

ェック
い雰

ス

しなやかな
力、2WA
能素材。軽
く、動きや

長袖ブラウス＜リボン付＞
01170-5（ピンク）
本体価格 ¥7,800+税
マシュマロカルゼ
ポリエステル100％

ホームクリーニング UVカット防透 吸汗・速乾

ドライクリーニング

ジャケット
81640-2（黒）
本体価格 ¥27,000+税
ストレッチアムンゼン
ポリエステル55％
複合繊維（ポリエステル）45％

生地厚

3
2WAYストレッチ

マーメイドスカート（55cm丈） 
51642-2（黒）
本体価格 ¥12,000+税
ストレッチアムンゼン
ポリエステル55％
複合繊維（ポリエステル）45％

ベスト
11660-4（ホワイト）
本体価格 ¥19,000+税
プリンセスチェック
ポリエステル70％・毛25％・
レーヨン5％

生地厚

3

ホームクリーニング 名札ポケット付 機能ポケット付オールシーズン

生地厚

3

ホームクリーニング

すべり止めテープ付 らくらくカン

片脇ポケット付2WAYストレッチオールシーズン
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パンジーチェック

病院など医療シーンにぴったりの
元気で明るいピンクチェックのベストは、

白ブラウスを合わせれば
清潔感もアップ。

落ち着きのある
デザインや柄で
信頼感をアピール

フレアースカート（53cm丈)
51412-2（黒）
本体価格 ¥12,500+税
フレキシブルサージ
ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

すべり止めテープ付ホームクリーニング オールシーズン

生地厚らくらくカン

2WAYストレッチ

長袖ブラウス＜リボン付＞
01130-4（ホワイト）
本体価格 ¥9,200+税
グレイスカルゼ
ポリエステル50％・トリアセテート50％

ホームクリーニング エコ素材

ベスト
11530-5（ピンク）
本体価格 ¥19,000+税
パンジーチェック
ポリエステル70％・毛30％

生地厚ホームクリーニング 機能ポケット付 名札ポケット付オールシーズン

吸汗・速乾



胸ポケットにペンをさしても
名札が邪魔にならない
実用性の高い名札ポケット。

名札ポケットを採用

いろいろな小物を仕分けして入
れられるポケットです。

可愛いだけでなく機能的な
二重構造ポケット

背中のラインに沿ったパターン
で姿勢をサポートします。

丸いバックルの背ベルトが
可愛さをアップ

113
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パンジーチェック
ふくらみのある素材感で温かみと
かわいらしさを感じさせます。
新鮮なパープルは大人のかわいさを、
華やかなピンクは優しさを演出します。

パンジージパンジーンジ チチチチチェェェェェッッッククク
ふくらみのみのある素材感で温かみとふくらみののある素材感で温かみと

ル
ジ

スカート（55cm丈）
51410-2（黒）
本体価格 ¥11,000+税
フレキシブルサージ
ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ

すべり止めテープ付

両脇ポケット付

らくらくカン 生地厚

ベスト
11530-11（パープル）
本体価格 ¥19,000+税
パンジーチェック
ポリエステル70％・毛30％

生地厚ホームクリーニング 機能ポケット付 名札ポケット付オールシーズン

長袖シャツ
01165-4（ホワイト）
本体価格 ¥9,000+税
パーフェクトニット
ポリエステル90％・綿10％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ W&W性 防透



胸ポケットにペンをさしても
名札が邪魔にならない
実用性の高い名札ポケット。

名札ポケットを採用

患者様に安心と信頼感を
持っていただけます。 

シャープな印象の
スクエアネック

優しいラインをもたせた
フラップがより上品なイメージに。

優しさを感じさせる
フラップ付ポケットシェイプされたウエストで

作る、美しいシルエットが
自慢です。

スッキリシンプルな背ベルト
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光を必要とせず、低温時も安定した
《消臭&抗菌》機能を発揮。
触媒作用のため、効果が長時間持続。
素材の風合いを損ねることがない。

1.

2.
3.

消臭・抗菌機能を
発揮する衛生素材

『ナノトレンドダイヤモンド®』は、ロシア・サンクトペテルブルグ大学の
触媒開発研究所から生まれた技術を採用。
超微粒子ダイヤモンドは、多数の官能基を持ち、電荷移動触媒
（UDD触媒）として、《消臭・抗菌・活性化機能》を発揮します。

ベスト／11470-2
ナノトレンドダイヤモンド®

ミニ千鳥チェック

モノトーンの千鳥と黒のボトムスは
誠実さを感じるコーディネート。
控えめにラメを織り込んだ生地には

消臭抗菌加工を備えた高機能素材を採用。

癒しとおもてなしの
気持ちを表す

上品な千鳥チェック

ナノトレンドダイヤモンナノトレンドダイヤモンドド

さりげなくラメを織り
込んだ上品で高級
感のある素材。きち
んと感をもったブラッ
クで信頼感を表現。

ミニ千鳥
チェック

スカーフ&シュシュ

ポリエステル100％

OP104
本体価格 ¥3,800+税

マーメイドスカート（55cm丈）

フレキシブルサージ
ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

51415-2（黒）
本体価格 ¥11,000+税

ホームクリーニング

すべり止めテープ付

オールシーズン

らくらくカン

2WAYストレッチ

生地厚

右脇ポケット付

ベスト

ミニ千鳥チェック
［ナノ トレンド ダイヤモンドⓇ 消臭・抗菌加工］
ポリエステル73％・毛26％・ナイロン1％

11470-2（黒）
本体価格 ¥18,000+税

ホームクリーニング オールシーズン

消臭・抗菌加工

名札ポケット付

生地厚

長袖シャツ
01135-4（ホワイト）
本体価格 ¥9,200+税
グレイスカルゼ
ポリエステル50％
トリアセテート50％

ホームクリーニング エコ素材 吸汗・速乾



臭いの発生を抑える
快適加工素材

衣服には、着用中に汗や皮脂、汚れ等が付着してきます。繊維上
の細菌はこれらを栄養源として繁殖し、この時分解した物質は不
快臭の原因になります。バリアS加工は、繊維上での細菌の繁殖
を抑制し、臭いの発生を抑える、人にやさしい快適加工です。

ベスト／11480-5

バリアS

繊維上の菌の増殖を抑制し、
防臭効果を示します。

抗菌防臭加工
認証番号131Z95

社団法人繊維評価技術協議会

剤名：有機系（カーバニリド）
東亜紡織株式会社

胸ポケットにペンをさしても
名札が邪魔にならない
実用性の高い名札ポケット。

名札ポケットを採用
PHSと印鑑用のスペースを
つけたワイドポケット。
取り出しやすくて便利です。

機能的なワイドポケット

中に物をたくさん入れても
外側に響きません。

テープ&ボタン使いで
スッキリ可愛い印象に。バックスタイルには、

フェミニンなリボンの
アクセント。

リボン付き背ベルト
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ハートフルチェック

ピンクにグレーのタータンチェックが
信頼感と安心感を漂わせる一着。

防臭＆抗菌加工を施した素材で仕上げ、
名札ポケットなど便利な機能も万全です。

ニュアンスカラーが優しげ
女性らしいディテールも

好感度大

ベスト

ハートフルチェック
［バリアS 防臭・抗菌加工］
ポリエステル70％・毛30％

11480-5（ピンク）
本体価格 ¥19,000+税

ホームクリーニング オールシーズン 機能ポケット付 名札ポケット付

防臭・抗菌加工 生地厚

長袖ブラウス＜リボン付＞

ドビーストライプ
ポリエステル85％・綿15％

01060-5（ピンク）
本体価格 ¥6,800+税

ホームクリーニング

スカート（55cm丈）
51410-2（黒）
本体価格 ¥11,000+税
フレキシブルサージ
ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

ホームクリーニング

すべり止めテープ付

オールシーズン

らくらくカン

2WAYストレッチ 右脇ポケット付

生地厚

ふくらみのある表面
感にグレンチェックを
切った素材は、安心感
とぬくもりを感じます。
ピンクで優しさを表現。

ハートフル
チェック


