
116

オフィスレディスタイル
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好感度と機能性を　

Series

アンサンブルプロジェクト

上質感と誠実さをコンセプトにクラシカルな印象のデザイン
で大人のオフィススタイルをご提案。環境に配慮した素材
を使用し、生態系の保護活動を支援します。

スウィートスタイル

オフィスの華にぴったりの愛されモードなチェック柄をバリ
エーション豊富にご用意。ビジネスシーンを明るい笑顔で
過ごせるように、デザイン性や快適性、機能性など、さまざま
な工夫を散りばめています。

Series

オフィスレディスタイル
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兼ね備えたオフィススタイル

マニッシュスタイル

キャリアを感じさせる、ワーキングレディのためのクール
なしごと服を取り揃えています。女性らしさを際立たせる
スマートなデザイン、フェミニンなシルエットが美人度を
アップ。繊細な配色、優秀素材の採用も魅力です。

Series

エレガンススタイル

品の良い素材選びにこだわった、ワンランク上のオフィススタ
イル。上質感、高品質、高ストレッチ性などを併せ持つシリー
ズで、3ピースのコーデにも対応できるラインナップです。

Series
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“共に、生きる” “共にかがやく”

しごと服を通じて、私たちができること。
株式会社ジョアの理念である“共にかがやく”ためにしごと服を通して何ができるのか…。
それはお気に入りのしごと服を着ていただくことで、はたらく女性にもっとかがやいてもらうこと。

そしてそのかがやきが“共に、生きる”人や動物、自然環境にリンクし、共にかがやける社会であってほしいと、en joieは考えています。
 “アンサンブルプロジェクト”は、滝川クリステルさんが代表理事を務める

一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブルとの出会いで、 2018年春夏シーズンよりスタートしました。
 環境に配慮した素材を使用した「アンサンブルプロジェクト対応商品」を皆さまにご購入いただき、プロジェクトを通じて多くの寄付金を

en joieよりクリステル財団へお渡しすることができました。ご協力、ご支援いただきありがとうございました。
 「ヴィ・アンサンブル」には、“ともに人生を歩む”、“一緒の命”という意味があります。
私たちen joieも“しごと服”を通じて、同じ価値の命がお互いに支えあう社会、

共存・共生できる社会の実現を目指し、今シーズンもアンサンブルプロジェクトを継続いたします。
 en joieはこれからもしごと服を通じて、さまざまな生命が支えあい、共に生き、共にかがやく社会の実現を目指します。

［アンジョア］
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野生に暮らす生きものたちは、精妙なバランスで自然環境を構成し、人間の

生活を支えてくれている友人です。犬や猫など、人間と暮らすペットは、楽しいとき

だけでなく、つらいとき、悲しいとき、いつも私たちを支えてくれる家族です。私たちは、

人間を含めお互いの命が共存・共生し、調和する社会の実現を目指しています。

声なき声に耳を傾け、あらゆる命の可能性を見つめながら、互いに支えあえる社会

の実現を、より深く追求していきます。

財団の理念

CHRISTEL VIE ENSEMBLE
（一般財団法人 クリステル・ヴィ・アンサンブル）

一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブル代表理事。フランス・パリ生まれ。
青山学院大学卒業後、テレビの世界へ。2002年からフジテレビ『ニュース
JAPAN』のメインキャスターを経てフリーに。2013年、フランス芸術文化勲章
シュヴァリエを受賞。2014年、一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブル
を設立し、動物保護と生物多様性の保全のために積極的に活動している。
フリーアナウンサーとして現在もテレビ、ラジオ、CMで活躍する他、東京
2020オリンピック・パラリンピック招致、“Cool Tokyo”アンバサダーを経て、
現在、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会・顧問。「地球
いきもの応援団」、「WWF（世界自然保護基金）ジャパン」顧問なども務め
ている。

代表理事 滝川クリステルさん

en joie製品のご購入が、動物保護活動の参加へ

プロジェクトゼロ プロジェクトレッド

ご購入いただいたユニフォームの寄付金は、財団での2つの活動支援につながります。
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クリステル財団の活動

アニマル・ウェルフェアに則った犬猫の殺処分ゼロ
先進国といわれる日本で、毎日多くの犬

や猫が殺処分されています。1年間に

全国で、4万3227頭（1日あたり約120頭、

平成29年度環境省調べ）、数十億円の

税金が使われています。2020年を目標

に、アニマル・ウェルフェアに則った犬猫

の殺処分ゼロを目指します。

絶滅の危機に瀕した野生動物を救い生態系を守る
今、生態系のバランスは崩れ、野生

動物の絶滅スピードは今までにない

ほど加速しています。私たちは生態系

の頂点に立つ絶滅の危機に瀕した

野生動物を救い、生態系を守ること

をミッションに活動している団体を

応援しています。

財団では活動を通して、一人でも多くの方に動物たちの現状を知っていただき、人間を含めお互いの
命が共存・共生し、調和する社会の実現を目指しています。
Project Zeroでは、センターや保健所から犬・猫を引き取り自宅でケアする「一時預かりのボランティア
（フォスター）」を含む動物ボランティアを増やすための「フォスターアカデミー」の開催。より多くの方に
保護犬・保護猫を引き取るという選択肢を知ってもらうための啓発冊子の制作・配布を行う「ウエルカム
ペットキャンペーン」。また、自力では食事、保温、排せつができない幼齢猫の命を救うミルクボランティア
活動への助成も開始しました。2016年からは、私たち一人ひとりが学び考える姿勢が大切だという理念
の基、「アニマル・ウェルフェア サミット」を開催。アニマル・ウェルフェアとは人間の管理下にある動物が、
基本的なニーズを満たして生きる環境を整えること。トークショーや講演、またギャラリー展示が行われ、
毎年多くの方が全国から参加されています。2018年には、保護犬猫の等身大パネルを様 な々場所に設置
し、保護犬猫を引き取る選択肢を広めると同時に、パネルに付いているQRコードを通じて保護犬猫の情
報を提供し、引き取る機会を増やすPanel for Life （パネルフォーライフ/命のパネル）を開始しました。
Project Redでは、北海道の希少猛禽類の治療・リハビリ・野生復帰のみならず、事故の再発防止の
ための環境治療に注力する猛禽類医学研究所へのサポート、パーム油の原料であるアブラヤシ栽培に
よって急速に熱帯雨林が失われているボルネオ島の生態系や動物を守るため、ボルネオ保全トラスト
ジャパンを通じて現地保全団体をサポートしています。



「アンサンブルプロジェクト」のマーク
がついている商品が対象となります。
en joieはサポーターとしての継続的
な支援を続けていきます。

アンサンブルプロジェクト

en jo i eChris te l
Vie  Ensemble 

1着購入で

を寄付￥100

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

▲製品にはこのラベルが
　付いています。

▲カタログにはこのアイコンが
　記載されています。

アンサンブルプロジェクトは、2018年春夏シーズンよりスタートした、
一般財団法人『クリステル・ヴィ・アンサンブル』との共同プロジェクト
です。環境に配慮した素材を使用したen joie製品をお買い上げい
ただくことで、1着につき100円をクリステル・ヴィ・アンサンブル財団の
活動に寄付し、動物保護や生物多様性保全の活動に役立てます。
アンサンブルプロジェクトの開始以来、多くのユーザー様に対象商
品をご購入いただき、クリステル財団の活動に寄付されました。プロ
ジェクトを通じて、様 な々命が互いに支えあえる社会のための輪が広
がっています。
en joieは、私たちとお客様が一緒にできる、優しい社会づくりのため
のアクションを継続的に支援していきます。

アンサンブルプロジェクトとは？

動物保護・生物多様性保全をコンセプトにした共同プロジェクト「アンサンブルプロジェクト」

アンサンブルプロジェクトが
広がっています。

122

ユーザー様

対象商品をご購入
（商品1着につき寄付金100円が

含まれます）

ユーザー様より1着につき100円を寄付金として
お預かりして財団にお届けします

プロジェクト
ゼロ

プロジェクト
レッド

クリステル・
ヴィ・

アンサンブル
アンジョア

アンジョアのユニフォームを
購入すると財団の活動に
貢献することができます。
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個人として財団を支援する

プロジェクトサポーターとして継続的な支援（継続寄付）をはじ

め、スポットでの支援（単回寄付）も受け付けております。

企業として財団を支援する

法人寄付、WEBやソーシャルメディアでの共同キャンペーン、CSR

や研究の委託コーディネート、寄付付き商品の制作等、さまざまな

支援方法で支援できます。

財団への支援について

住所：東京都港区南青山2-29-9 608号
Email：info@christelfoundation.orgTEL：03-3408-6707

財団へのお問い合わせ 一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブル

2018年1月1日～2019年5月31日の期間中に
「アンサンブルプロジェクト」対象商品を
ユーザー様に合計10,404枚ご購入いただき、

累計1,587,600円を
寄付いたしました。

アンサンブルプロジェクト対応商品を購入いただくことで、en joie
を通して1着につき100円がクリステル財団に寄付され、動物保護
や生物多様性保全の活動に役立てられます。その支援に感謝し、
en  joieから感謝状と財団からお礼状を発行致します。en joieは
感謝状の発行と共に皆様のご支援を心より感謝致します。

お問い合わせ：株式会社ジョア TEL 086-281-4446

クリステル財団の活動を支援していただいた
“感謝状”を発行致します。

（株）ジョア発行の
感謝状と、

クリステル財団からのお礼状、
クリステル財団の

ステッカーがセットになって
おります。

※感謝状の発行は、対象商品を10着以上ご購入の企業様に限らせていただきます。
　代理店担当営業または（株）ジョアまでお問い合わせください。

「アンサンブルプロジェクト」へのご協力ありがとうございます

2019年2月のen joie展示会でクリステル財団の方をお招きして
2018年1年間の寄付授与式を行いました。en joieはサポーターとしての継続的な支援を続けていきます。



アンサンブルプロジェクト

1着購入で を寄付￥100

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

ソフトジャケット
21940-3（ブルー）
本体価格 ¥26,800+税
トラッドチェック
ポリエステル45％・毛30％
再生ポリエステル25％

エコ素材ホームクリーニング 生地厚

4
オールシーズン

右脇ポケット付

Ａラインスカート（55cm丈）
51873-1（紺）
本体価格 ¥13,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

オールシーズン

ホックエコ素材 生地厚

4
ストレスフリー

優しく柔らかい印象を醸し出す、カルゼ織の伝統的なチェック柄。
ブルーとブラウンの2色展開です。再生ポリエステルを一部
使用し、環境にも配慮した素材です。
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トラッドチェック

大人かわいさを惹きつける
アシンメトリーデザイン
他にないチェック柄使いやアシンメトリーデザインで
着ることが楽しみになるオフィスウェア。

トラッドチェック
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アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

ソフトジャケット
21940-3（ブルー）
本体価格 ¥26,800+税
トラッドチェック
ポリエステル45％・毛30％
再生ポリエステル25％

エコ素材ホームクリーニング 生地厚

4
オールシーズン

右脇ポケット付

Ａラインスカート（55cm丈）
51873-1（紺）
本体価格 ¥13,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

オールシーズン

ホックエコ素材 生地厚

4
ストレスフリー

125
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エコ素材ホームクリーニング 2WAYストレッチ

生地厚

4

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

ベスト
11940-3（ブルー）
本体価格 ¥20,000+税
表地：トラッドチェック
ポリエステル45％・毛30％
再生ポリエステル25％

配色：ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

エコ素材ホームクリーニング 生地厚

4
オールシーズン

オールシーズン

右脇ポケット付

ラップキュロット（55cm丈）
71875-1（紺）
本体価格 ¥16,500+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

オールシーズン

ホックエコ素材 生地厚

4
ストレスフリー

アンサンブルプロジェクト

1着購入で を寄付￥100

長袖シャツ
01215-4（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％

2WAYストレッチホームクリーニング W&W性 吸汗・速乾
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ジャケット
81870-1（紺）
本体価格 ¥28,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

エコ素材ホームクリーニング 2WAYストレッチ 生地厚

4

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

右脇ポケット付

スカート（55cm丈）
51870-1（紺）
本体価格 ¥13,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

オールシーズン

ホックエコ素材 生地厚

4
ストレスフリー

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

ブローチ
OP164-3（ブルー）
本体価格 ¥4,500+税
ポリエステル100％
ブローチの付け方はP202を参照

どんな時も
綺麗な私を演出する
ストレッチ性に優れたニット素材で
動きやすく着崩れしない
優秀スーツスタイル。

Navy

再生ポリエステルを複合し、環境に配慮した
エコ素材（東レ（株）エコユース®使用）。プ
レーンな表面感で、しなやかな弾力と快適
なストレッチ性を併せ持ったニット素材。肌
あたりも良く、上品な印象を与えます。

ソフトエコニット エコユース®とは、ペットボトルなどの製造工程で発生
する端材などの原料としてつくられる糸を使用した
素材です。エコユース®は東レ株式会社の素材です。
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長袖ブラウス＜リボン付＞
01190-4（ホワイト）
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％

ホームクリーニング エコ素材

エコ素材ホームクリーニング 2WAYストレッチ

生地厚

4

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

ベスト
11940-7（ブラウン）
本体価格 ¥20,000+税
表地：トラッドチェック
ポリエステル45％・毛30％
再生ポリエステル25％

配色：ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

エコ素材ホームクリーニング 生地厚

4
オールシーズン

オールシーズン

右脇ポケット付

Ａラインスカート（55cm丈）
51873-2（黒）
本体価格 ¥13,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

オールシーズン

ホックエコ素材 生地厚

4
ストレスフリー

アンサンブルプロジェクト

1着購入で を寄付￥100

トラッドチェック

ツートーンで魅せる
美しいしごと姿
ブラウンのチェック柄使いに
背面は無地素材を使った品格漂うベスト。
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長袖ブラウス＜リボン付＞
01190-4（ホワイト）
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％

ホームクリーニング エコ素材

エコ素材ホームクリーニング 2WAYストレッチ

生地厚

4

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

ベスト
11940-7（ブラウン）
本体価格 ¥20,000+税
表地：トラッドチェック
ポリエステル45％・毛30％
再生ポリエステル25％

配色：ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

エコ素材ホームクリーニング 生地厚

4
オールシーズン

オールシーズン

右脇ポケット付

Ａラインスカート（55cm丈）
51873-2（黒）
本体価格 ¥13,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

オールシーズン

ホックエコ素材 生地厚

4
ストレスフリー

トラッドチェック



アンサンブルプロジェクト

1着購入で を寄付￥100

130

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

ソフトジャケット
21940-7（ブラウン）
本体価格 ¥26,800+税
トラッドチェック
ポリエステル45％・毛30％
再生ポリエステル25％

エコ素材ホームクリーニング 生地厚

4
オールシーズン 右脇ポケット付

ラップキュロット（55cm丈）
71875-2（黒）
本体価格 ¥16,500+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

オールシーズン

ホックエコ素材 生地厚

4
ストレスフリー



クラシカルな印象の中にも
トレンドを取り入れたデザインとカラー
動きやすくて美しいシルエットにこだわったアイテムで、はたらく楽しさを実感。
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ベスト
11940-3（ブルー）

本体価格 ¥20,000+税
アンサンブルプロジェクト対応商品

ベスト
11940-7（ブラウン）
本体価格 ¥20,000+税

アンサンブルプロジェクト対応商品

ソフトジャケット
21940-3（ブルー）

本体価格 ¥26,800+税
アンサンブルプロジェクト対応商品

ジャケット
81870-1（紺）

本体価格 ¥28,000+税
アンサンブルプロジェクト対応商品

ソフトジャケット
21940-7（ブラウン）
本体価格 ¥26,800+税

アンサンブルプロジェクト対応商品

ぺプラム切替えにする
ことで、美しいシルエット
を作り出しました。

バックスタイル
襟なしのデザインで
すっきりとした印象に。
ブラウスでも合わせや
すいネックラインです。

ノーカラー

袖口スリット入りで折り
返して着用することも可
能です。

袖口スリット
超軽量の肩パットを採
用。肩が凝りにくく、優
しいカーブに沿ったラ
インを生み出します。
高通気で蒸れにくい
のも特長。

軽い肩パット

背面はシンプルにすっ
きりとしたデザイン。

バックスタイル

袖口はスリット入りでボ
タンを外せば袖を折り
返して着用することも
可能です。

袖ボタン付き

背面は伸縮性に富んだ
無地素材を使用。ウエ
ストで切り替えており、シ
ルエットも美しく着やせ
効果も期待できます。

バックスタイル

フロントの位置をずらし
たアシンメトリーデザイ
ン。裏には隠しボタンを
施しており、きちんとき
れいに着て頂けます。

隠しボタン

トラッドチェック
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タイト
スカート

51870-1（紺）、2（黒）

（55cm丈）

Ａライン
スカート

51873-1（紺）、2（黒）

（55cm丈）

ラップ
キュロット

71875-1（紺）、2（黒）

（55cm丈）

パンツ
71872-1（紺）、2（黒）

はたらく女性を
とりこにする ストレスフリーボトム

ストレスフリー仕様で快適性アップ！ 従来品との比較

▲ストレスフリー仕様のスカート

約5cm
のび～る！

▲従来のスカート

こんなに
違います！

　　　　　　　　　　　背中側のウエスト内側にカーブゴム
を縫い付け、高ストレッチ素材を使用しているので、動きに合わ
せてゆったりと伸縮。フロントはベルト部分のステッチをなくし、ウ
エストの圧迫を軽減したことで、窮屈感なく履いていただけます。

カーブゴムで後ろが
ゆったり伸び～る

ステッチレスで
優しくフィット

フロント

フロントとバックの
ダブルでストレスフリー

バック

アンサンブルプロジェクト

1着購入で を寄付￥100
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ソフトエコニット

再生ポリエステルを複合し、環境に配慮したエコ素材（東レ（株）エコユース®
使用）。プレーンな表面感で、しなやかな弾力と快適なストレッチ性を併せ持った
ニット素材。肌あたりも良く、上品な印象を与えます。

バックスタイル
パンツの部分が全く見
えないデザインにする
ことで、後ろから見ると
Aラインスカートのよう
に見えます。

フロントスタイル
前から見ると巻きス
カートのように見えるデ
ザイン。動きやすさと可
愛さを兼ね備えました。

Aラインスカート

ラップキュロット

タイトスカート

バックスタイル
立体裁断を行い、美し
いシルエットを作り出し
ました。ヒップのカーブ
に合わせた縫製は小
尻＆ヒップアップ効果
を発揮。

立体裁断を行い、美し
いシルエットを作り出し
ました。縫い目を最小
限にし、美しいドレープ
やラインを表現。

バックスタイル

パンツ

高ストレッチ素材
で足曲げも楽
足が曲げやすく動
きやすいよう、表
地・裏地ともに高ス
トレッチ素材を使用。
屈伸しやすく、スト
レスなく履いていた
だけます。

フロントタック
フロントにタックを施しデザイン
性と動きやすさを兼ね備えまし
た。センタープレスも入ってい
るので足長効果もあります。

かみ合わせ部分が
表に出ないコンシー
ルファスナーを使用
し、デザインの邪魔
をすることなくすっき
りとした仕上がりに。

すっきりと仕上がる
ホック＆ファスナー

すっきり
ファスナー

スカート（55cm丈）
51870-1（紺） /  51870-2（黒）
本体価格 ¥13,000+税

アンサンブルプロジェクト対応商品

Ａラインスカート（55cm丈）
51873-1（紺） /  51873-2（黒）
本体価格 ¥13,000+税

アンサンブルプロジェクト対応商品

パンツ
71872-1（紺） /  71872-2（黒）
本体価格 ¥17,800+税

アンサンブルプロジェクト対応商品

ラップキュロット（55cm丈）
71875-1（紺） /  71875-2（黒）
本体価格 ¥16,500+税

アンサンブルプロジェクト対応商品

パ ツ

エコユース®とは、ペットボトルなどの製造工程で発生する端材な
どの原料としてつくられる糸を使用した素材です。エコユース®は
東レ株式会社の素材です。

後ろは体に沿っ
て伸びるカーブゴ
ム、フロントはス
テッチレスで優し
くフィットします。

ウエストの圧迫感なく履ける
ボトムシリーズ

ストレス
フリー
ボトム

ストレス
フリー
ボトム

すっきり
ファスナー

ストレス
フリー
ボトム

ストレス
フリー
ボトム

すっきり
ファスナー

ストレス
フリー
ボトム

すっきり
ファスナー
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アンサンブルプロジェクト

1着購入で を寄付￥100

カフェオレチェック

ブラウンのグラデーションが
大人かわいい
チェック柄ベスト
胸元やポケットにブラックラメの
パイピングを施し、シルバーをきかせた
ボタンで仕上げた
フェミニンなベストスタイル。
リボンタイブラウスでかわいらしさが
さらにアップ。

ベスト
11880-7（ブラウン）
本体価格 ¥21,500+税
カフェオレチェック
再生ポリエステル70％・毛30％

エコ素材ホームクリーニング

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

オールシーズン

エコ素材 ストレスフリー

右脇ポケット付

Ａラインスカート（55cm丈）
51873-2（黒）
本体価格 ¥13,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

生地厚

4

オールシーズン

長袖ブラウス＜リボン付＞
01072-4（ホワイト）
本体価格 ¥10,000+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

3

ホック



大柄の茶色のオンブレーチェック。カフェオレ
のような優しい色味が特徴的です。再生ポ
リエステルを使用し、環境に配慮しました。
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カフェオレチェック
Brown

袖口スリット入りで折り
返して着用することも可
能です。

袖口スリット
超軽量の肩パットを採
用。肩が凝りにくく、優
しいカーブに沿ったラ
インを生み出します。
高通気で蒸れにくい
のも特長。

軽い肩パット

ぺプラム切替えにする
ことで、美しいシルエット
を作り出しました。

バックスタイル
襟なしのデザインで
すっきりとした印象に。
ブラウスでも合わせや
すいネックラインです。

ノーカラー

ベスト
11880-7（ブラウン）
本体価格 ¥21,500+税
カフェオレチェック
再生ポリエステル70％・毛30％

エコ素材ホームクリーニング

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

オールシーズン

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

ジャケット
81870-2（黒）
本体価格 ¥28,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

エコ素材ホームクリーニング 2WAYストレッチ 生地厚

4

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付 エコ素材 ストレスフリー

右脇ポケット付

Ａラインスカート（55cm丈）
51873-2（黒）
本体価格 ¥13,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

生地厚

4

オールシーズン

生地厚

3

ホック



アンサンブルプロジェクト

1着購入で を寄付￥100

スカーフ 
OP148-2（黒）
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

エコ素材

両脇ポケット付

ワンピース
61870-7（ブラウン）
本体価格 ¥27,500+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

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

4

136

ニット素材が
ストレスフリーな着心地を実現
動きやすいニット素材に黒の配色や
ラメのパイピングを施すことで、エレガントな印象に。

ソフトエコニット

後ろファスナーで着
脱も簡単。すっきりシ
ンプルなバックスタイ
ルです。

バックスタイル

袖口スリット
9分袖の袖口はス
リットが入っており、
折り返して着用する
ことも可能です。

スッキリとしたバックスタイ
ル。ウエストで切り替えるこ
とで美しいシルエットに。

バックスタイル
エコ素材 ストレスフリー

右脇ポケット付

Ａラインスカート（55cm丈）
51873-2（黒）
本体価格 ¥13,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

生地厚

4

オールシーズン

長袖ブラウス＜リボン付＞
01072-4（ホワイト）
本体価格 ¥10,000+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

ベスト
11870-7（ブラウン）
本体価格 ¥17,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

エコ素材ホームクリーニング 生地厚

4

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

オールシーズン

ホック
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再生ポリエステルを複合し、環境に配慮した
エコ素材（東レ（株）エコユース®使用）。プ
レーンな表面感で、しなやかな弾力と快適
なストレッチ性を併せ持ったニット素材。肌
あたりも良く、上品な印象を与えます。

ソフトエコニット エコユース®とは、ペットボトルなどの製造工程で発生
する端材などの原料としてつくられる糸を使用した
素材です。エコユース®は東レ株式会社の素材です。

ジャケット
81870-7（ブラウン）
本体価格 ¥28,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

エコ素材ホームクリーニング 2WAYストレッチ 生地厚

4

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

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 エコ素材右脇ポケット付

スカート（55cm丈）
51870-2（黒）
本体価格 ¥13,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

エコ素材 生地厚

4
ストレスフリー

オールシーズン

ホック

スカーフ＆シュシュ
OP104
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

ベルト
OP105-2（黒）
本体価格 ¥3,300+税

ジャケット
81870-2（黒）
本体価格 ¥28,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

エコ素材ホームクリーニング 2WAYストレッチ 生地厚

4

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

七分袖カットソー
01150-4（ホワイト）
本体価格 ¥7,200+税
ストレッチスムース
ポリエステル100％

ホームクリーニング W&W性 2WAYストレッチ 防透

エコ素材 ストレスフリー

パンツ
71872-2（黒）
本体価格 ¥17,800+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

生地厚

4

オールシーズン 両脇ポケット付

1カン

吸汗・速乾

本体価格本体価格本本本体価格価格 ¥3¥3¥3¥3
ポリエステル1

1タック

裏地には同系色のブラウンを使用。スト
レッチ性も高く、動きやすさも特長です。
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黒の配色を施したフ
ラップ付きのポケット。
パイピングテープがアク
セントになっています。

フラップ付きポケット

スッキリとしたバックスタ
イル。ウエストからバイ
アス切替にすることで、
デザインのアクセントに。

バックスタイル

ティディチェック

グレートーンのチェック柄が
清楚で大人のかわいさを演出
グレーベースにシルバーパイピングや
シルバーふちのボタンを使用し、華やかさをプラス。
ウエストのバイアス切り替えが大人かわいいスタイルに。

スウィート スタイル 大人かわいく

オフィスに華をプラス

生地厚

ベスト
11890-3（ブルー）
本体価格 ¥18,500+税
ティディチェック
ポリエステル94％
レーヨン6％

ホームクリーニング オールシーズン

エコ素材 ストレスフリー

右脇ポケット付

Ａラインスカート（55cm丈）
51873-2（黒）
本体価格 ¥13,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

ホック 生地厚

4

オールシーズン

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
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グレーに青と赤の二色展開。知的
な印象を与え、白い表面感のある糸
が柄のアクセントになっています。ティディチェック

生地厚

ベスト
11890-6（レッド）
本体価格 ¥18,500+税
ティディチェック
ポリエステル94％
レーヨン6％

ホームクリーニング オールシーズン

長袖ブラウス＜リボン付＞
01190-4（ホワイト）
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％

ホームクリーニング エコ素材

ストレスフリーエコ素材

右脇ポケット付

Ａラインスカート（55cm丈）
51873-2（黒）
本体価格 ¥13,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

ホック 生地厚

4

オールシーズン
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上品な柄が映えるスッキ
リとしたバックスタイル。

バックスタイル

きちんと感のある
チドリチェックが
フェミニンな上品スタイル
スタンダードなチドリ柄を
深みのある糸使いで表現。
首もとやフラップの黒の縁取りが
きちんと感のある一枚です。

ツイードチドリニット

ホック

ベスト
11900-2（黒）
本体価格 ¥14,500+税
ツイードチドリニット
ポリエステル100％

ホームクリーニング オールシーズン 生地厚

6

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

右脇ポケット付

スカート（55cm丈）
51870-2（黒）
本体価格 ¥13,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

エコ素材 生地厚

4
ストレスフリー

オールシーズン

吸汗・速乾
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首元のリボンは取り外し
可能。リボンをはずして
スッキリシンプルに着て
頂けます。

取り外し可能なリボンで
二つの印象

上品な柄が映えるスッキ
リとしたバックスタイル。

バックスタイル

ジャケット感覚で使える
オーバーブラウスで
オフィスに華やかさを
添えて

定番のチドリ柄でありながら、ツイード風の
杢調の表現でおしゃれな雰囲気漂う素材。
着心地が軽く、ニット素材で伸縮性に優れ、
動きやすくシワになりにくいのも特長です。ツイードチドリニット

2WAYストレッチ

長袖オーバーブラウス＜リボン付＞
21900-2（黒）
本体価格 ¥19,000+税
ツイードチドリニット
ポリエステル100％

ホームクリーニング 生地厚

6

右脇ポケット付

スカート（55cm丈）
51870-2（黒）
本体価格 ¥13,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

エコ素材 生地厚

4
ストレスフリー

オールシーズン

ホック



バックスタイル

黒配色とバイアスを施し、後ろ
姿もすっきりと仕上げました。
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ピーチタータンチェック

大人かわいい
タータンチェックは
親しみやすさを演出
落ち着いた雰囲気のチェック柄に
脇ポケットのタックで
可愛らしさをプラスしました。

フレアースカート（53cm丈)
51416-2（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％

ホームクリーニング オールシーズン

生地厚

2WAYストレッチ 両脇ポケット付

すべり止めテープ付

ベスト
11770-2（黒）
本体価格 ¥16,800+税
ピーチタータンチェック
ポリエステル98％・レーヨン2％

オールシーズン 生地厚

3
ホームクリーニング

長袖ブラウス＜リボン付＞
01170-4（ホワイト）
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

1カン

吸汗・速乾
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ベスト
11770-2（黒）
本体価格 ¥16,800+税
ピーチタータンチェック
ポリエステル98％・レーヨン2％

オールシーズン 生地厚

3
ホームクリーニング

ジャケット
81415-2（黒）
本体価格 ¥26,500+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％

生地厚

3
ドライクリーニング 2WAYストレッチ

長袖ブラウス

ブリリアント･ドット
ポリエステル70％・
トリアセテート30％

01070-4（ホワイト）
本体価格 ¥9,500+税

ホームクリーニング

マーメイドスカート（55cm丈）
51415-2（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

生地厚

右脇ポケット付

エコ素材

黒をベースにグレー×白のチェック柄の
平織素材。差し色にピンクのラインを効
かせることで、ベーシックな雰囲気の中
にもさりげなく可愛らしさを加えました。

ピーチタータンチェック

オ
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クラシカルな
雰囲気漂う
スイートスタイル

大きめのチェック柄に差し色のピンクを加えて
上質でフェミニンな印象に。
リボン風フラップ、背ベルトで
上品なかわいらしさをアピール。

クラシカルスイートチェック

フラップをリボン風に
仕上げました。黒配色が
さりげないポイントに。

リボンフラップ

リボンのサイドの配色
使いがシルエットを引き
しめます。

バックスタイル
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ホームクリーニング 生地厚オールシーズン

長袖ブラウス
01073-2（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

ボックススカート（53cm丈）
51414-2（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％

生地厚

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 両脇ポケット付2WAYストレッチ

ベスト
11560-5（ピンク）
本体価格 ¥18,500+税
クラシカルスイートチェック
ポリエステル70％・毛30％

エコ素材

1カン
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オ
フ
ィ
ス

柔らかく膨らみのあるチェック素材。
大きめの柄に差し色のピンクを加え
た上質でフェミニンなイメージ。

クラシカル
スイートチェック

ス
レ
デ
ィ
ス
タ
イ
ル

た上質でフェミニンなイメージ。

ソフトな風合いと2WAYストレッチ
で、着やすさバツグンです。ドレープ
感があり体になじむので、より美しい
シルエットを作り出します。

フレキシブル
サージ

ドライクリーニング

ジャケット
81415-2（黒）
本体価格 ¥26,500+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％

2WAYストレッチ 生地厚

ベスト
11560-5（ピンク）
本体価格 ¥18,500+税
クラシカルスイートチェック
ポリエステル70％・毛30％

生地厚オールシーズンホームクリーニング

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

ティアードスカート（53cm丈）
51411-2（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％

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

エコ素材



146

タータンチェック

ラメの縁取りをほどこした愛らしいピンクのラインが
グレーベースのタータンチェックに
華やぎをプラスする愛されベスト。
キュートな存在感が際立ちます。

“可愛い”王道を行く
ラメ&ピンクの愛されベスト

タータンチェック
グレーベースにラメの縁取りとピンク
のラインを効かせた新感覚タータン。
可愛さとシャープさを合わせもった
チェック柄。

華やぎをプラスする愛されベスト。
キュートな存在感が際立ちます。

タ タ チ ク

ホック

ベスト
11280-8（グレー）
本体価格 ¥17,500+税
タータンチェック
ポリエステル70％・毛30％

生地厚ホームクリーニング オールシーズン 背ベルト付

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％

エコ素材ホームクリーニング

右脇ポケット付

スカート（55cm丈）
51870-2（黒）
本体価格 ¥13,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

エコ素材 生地厚

4
ストレスフリー

オールシーズン

吸汗・速乾

背ベルト付きなのでウエ
ストのサイズ調整をして
いただけます。

バックスタイル



背ベルト付きなのでウエ
ストのサイズ調整をして
いただけます。

バックスタイル
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シャイニーチェック

ほど良い光沢感の中にくっきりと白のラインが映える
元気なモノトーンチェック。
ソフトな着心地のウール混素材で
上品に仕上げました。

光沢感のあるブライト糸で
大人のきらめきスタイル

ベスト

シャイニーチェック
ポリエステル80％・毛20％

11260-2（黒）
本体価格¥17,500+税

長袖ブラウス

ブリリアント･ドット
ポリエステル70％・トリアセテート30％

01070-4（ホワイト）
本体価格¥9,500+税

ホームクリーニング

ホームクリーニング

オールシーズン 背ベルト付 生地厚

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

エコ素材

シャイニーチェック
ソフトな着心地のウール混素材。光沢
感のあるブライト糸を使い明るくメリハ
リの効いた、モノトーンチェックは可愛く
も大人の雰囲気も感じさせる柄です。

上品に仕上げました。

クイ チ
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ソフトな肌当たりで快適な着心地と
大人の落ち着きを漂わせた、
新感覚の長袖オーバーブラウスです。

起毛仕立てで
優しい印象の
長袖オーバーブラウス

ウォームチェック

長袖オーバーブラウス＜リボン付＞
21010-1（紺）
本体価格 ¥19,000+税
ウォームチェック
［静電防止素材］
ポリエステル95％・ナイロン5％

生地厚

4
ホームクリーニング ストレッチ

エコ素材 ストレスフリー

右脇ポケット付

Ａラインスカート（55cm丈）
51873-2（黒）
本体価格 ¥13,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

生地厚

4

オールシーズン

ホック
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長袖オーバーブラウス＜リボン付＞
21010-7（ベージュ）
本体価格 ¥19,000+税
ウォームチェック
［静電防止素材］
ポリエステル95％・ナイロン5％

生地厚

4
ホームクリーニング ストレッチ

エコ素材 ストレスフリー

右脇ポケット付

Ａラインスカート（55cm丈）
51873-2（黒）
本体価格 ¥13,000+税
ソフトエコニット
複合繊維(ポリエステル)75％
再生ポリエステル25％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

アンサンブルプロジェクト
対応商品
1着購入で￥100を寄付

生地厚

4

オールシーズン

ホック

小柄のチェック柄は、表起毛仕上げ
で着心地も見た目も暖か。静電気防
止糸を入れて、静電気が起きにくい
素材にしました。肌当たりもソフトで
暖かく秋冬におすすめの素材です。

ウォームチェック

首元の配色がアクセン
トとなり、バックスタイル
もすっきりきれいに見え
ます。

バックスタイル



シックなチェックを
ボウタイで
可憐に引き立てて
襟元やポケットに配した
黒のテープやボウタイで
程よいかわいらしさを演出した
着こなしやすいデザイン。
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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ストレッチオールシーズン

長袖オーバーブラウス＜リボン付＞
21005-8（グレー）
本体価格 ¥19,000+税
ウォームチェック
［静電防止素材］
ポリエステル95％・ナイロン5％

生地厚

4
ホームクリーニング ストレッチ

1カン

取り外し可能なリボン
付きで、2WAYで楽しむ
ことができます。

リボン付き

首元の配色がアクセン
トとなり、バックスタイル
もすっきりきれいに見え
ます。

バックスタイル
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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％

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

右脇ポケット付2WAYストレッチオールシーズン

長袖オーバーブラウス
21000-8（グレー）
本体価格 ¥19,800+税
ウォームチェック
［静電防止素材］
ポリエステル95％・ナイロン5％

生地厚

4
ホームクリーニング ストレッチ

ウォームチェック

黒×チャコールグレーの
小柄チェックが
優しい印象を与えて

チャコールグレーと黒にさりげなくピンクの
ラインが入った女性らしい印象の素材。
風合いも良くストレッチ性もある
ストレスフリーな着心地です。

黒配色を効かせたウエ
ストベルトですっきりとま
とめました。

バックスタイル

オ
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小柄のチェック柄は、表起毛仕上げ
で着心地も見た目も暖か。静電気防
止糸を入れて、静電気が起きにくい
素材にしました。肌当たりもソフトで
暖かく秋冬におすすめの素材です。

ウォームチェック
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ブロッサムチェック

両脇ポケット付

フレアースカート（53cm丈）
51623-2（黒）
本体価格 ¥12,000+税
フラワリーバスケット
ポリエステル55％
複合繊維（ポリエステル）45％

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

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

ベスト
11605-8（グレー）
本体価格 ¥19,500+税
ブロッサムチェック
ポリエステル70％・毛30％

生地厚ホームクリーニング オールシーズン 名札ポケット付

長袖シャツ
01100-4（ホワイト）
本体価格 ¥9,200+税
サテンストライプ
ポリエステル95％・綿5％

ホームクリーニング

優しさと可愛らしさを
演出する
チェックシリーズ

優しい印象のグレーに
黒の配色で引き締まった印象に。
クラシカルなボタンが
グレード感を高めます。

配色の背ベルト

黒の配色を効かせたバック
スタイルでスッキリとまとめ
ました。
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グレーベースに、明るめのピンクを挿し色
で使ったタータンチェック柄。着心地も
良く柔らかな風合いが特徴。

ブロッサムチェック
リボンの背ベルト

背中には、ポケットと同じく
黒の配色を施したリボンの
背ベルト付です。

オールシーズン

ベスト
11600-8（グレー）
本体価格 ¥18,500+税
ブロッサムチェック
ポリエステル70％・毛30％

生地厚ホームクリーニング

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％

エコ素材ホームクリーニング

マーメイドスカート（55cm丈）
51622-2（黒）
本体価格 ¥10,500+税
フラワリーバスケット
ポリエステル55％
複合繊維（ポリエステル）45％

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

吸汗・速乾

オ
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ドビーチドリチェック

柔らかくソフトな風合い。レトロな
千鳥格子に、ピンクの差し色で
フェミニンな印象に。

ドビーチドリチェック

ストレッチへリンボン

しなやかな伸縮性でフィット感を
高めました。きれいな落ち感がス
タイリッシュな印象です。

千鳥格子に、ピンクの差し色で
フェミニンな印象に。

ピンクの差し色をプラスした
千鳥格子はフェミニンで愛らしい印象。
フラップポケットやくるみボタンで
可愛らしさが更にアップ！

クラシックな千鳥格子が
フェミニンで可愛らしい

バックスタイル

バックル付きで、ウエストを
お好みで調節して頂けます。

プリーツスカート（55cm丈）

ストレッチヘリンボン
ポリエステル90％・
分類外繊維（ベントドライTM）10％

51372-2（黒）
本体価格 ¥12,000+税

オールシーズンホームクリーニング

生地厚

ストレッチ

すべり止めテープ付

右脇ポケット付

ベスト

ドビーチドリチェック
ポリエステル75％・毛25％

11380-5（ピンク）
本体価格 ¥19,000+税

オールシーズンホームクリーニング 背ベルト付 生地厚

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

3段カン

吸汗・速乾
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ジャケット
81370-2（黒）
本体価格 ¥26,000+税
ストレッチヘリンボン
ポリエステル90％・
分類外繊維（ベントドライTM）10％

ドライクリーニング 生地厚ストレッチ内ポケット付

2WAYストレッチ

長袖ブラウス＜リボン付＞
01210-5（ピンク）
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

ベスト

ドビーチドリチェック
ポリエステル75％・毛25％

11380-5（ピンク）
本体価格 ¥19,000+税

オールシーズンホームクリーニング 背ベルト付 生地厚

スカート（55cm丈）
51370-2（黒）
本体価格 ¥11,000+税
ストレッチヘリンボン
ポリエステル90％・
分類外繊維（ベントドライTM）10％

ホームクリーニング オールシーズン ストレッチ 両脇ポケット付

すべり止めテープ付 生地厚

吸汗・速乾

3段カン

ジャケット
81370-2（黒）
本体価格 ¥26,000+税
ストレッチヘリンボン
ポリエステル90％・
分類外繊維（ベントドライTM）10％

ドライクリーニング 生地厚ストレッチ内ポケット付

ブーツカットパンツ
71372-2（黒）
本体価格 ¥14,000+税
ストレッチヘリンボン
ポリエステル90％・
分類外繊維（ベントドライTM）10％

ストレッチ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 両脇ポケット付

生地厚

リボン
OP152-6（レッド）
本体価格 ¥4,600+税
ポリエステル100％
リボンの付け方はP202を参照

ベルト
OP105-2（黒）
本体価格 ¥3,300+税

長袖シャツ
01215-4（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％

2WAYストレッチホームクリーニング W&W性

1カン

吸汗・速乾



エレガンス スタイル
信頼される知的な印象、

自信につながる1着を

ほんのりラメ入りで
グレード感漂わせる
ハイクラスな印象のベスト
爽やかなサックスブルーとオフホワイトの
ボーダー柄に、ジュエリーライクなブレードや
カッティングボタンが上質感を醸し出します。
ゆったりめのシルエットと背ベルト付で
ストレスフリーな着心地です。

クリスタルボーダー

バックスタイル

バックル付きで、ウエストを
お好みで調節して頂けます。

黒ベースに爽やかなサックス
とオフホワイトのボーダー柄。
ほんのりとラメが入ったグ
レード感のある素材です。

クリスタルボーダー

ベスト
11820-2（黒）
本体価格 ¥18,000+税
クリスタルボーダー
ポリエステル98％・キュプラ2％

ホームクリーニング 背ベルト付オールシーズン 生地厚

5

Aラインスカート（55cm丈）
51813-2（黒）
本体価格 ¥12,000+税
プレミアムニット
ポリエステル76％
複合繊維（ポリエステル）24％

ホームクリーニング 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

4

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

るグ ド感漂わせる
のベストハイクラスな印象の
の爽やかなサックスブルーとオフホワイト
ードやボーダー柄に、ジュエリーライクなブレー
します。カッティングボタンが上質感を醸し出し

ゆったりめのシルエットと背ベルト付で
ストレスフリーな着心地です。

バックスタイル

黒ベースに爽やかなサックス
とオフホワイトのボーダー柄。
ほんのりとラメが入ったグ
レード感のある素材です。

クリスタルボーダー

バックスタイル

バックル付きで、ウエストを
お好みで調節して頂けます。

ベストベ
1820-1 2（黒）
本体価格 本 ¥18,000+税
クリスタルボーダーク
ポリエステル98％・キュプラ2％ポ

ホーームクリーニング 背ベ背背 ルト付オールシーズン 生地厚

5

AラインスカートA （55cm丈）
1813-25 （黒）
本体価格 本 ¥12,000+税
プレミアムニットププレミプ

ステル76％ポリエポ
繊維（ポリエステル）24％複合繊複

ホーームクリーニングン オールシーズン

ららくらくカン

2WAWW YAA ストレッチ 右脇右右 ポケポポ ット付

生地厚

4

ブラウス長袖ブ長
73-401070 （ホワイト）
価格 本体価本 ¥9,500+税
アント・ドットブリリブ
エステル70％ポリエポ
セテート30％トリアセト

ホーームクリーニングン エコ素材

156
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あらゆる女性の体のラインに
フィットする、こだわりのシルエット

袖とアームの改良で、
腕のパフォーマンスを最大限に

肌当りの良い
高ストレッチ裏地を使用

お手入れのしやすい
家庭洗濯OK

パンツ
71812-2（黒）
本体価格 ¥15,000+税
プレミアムニット
ポリエステル76％
複合繊維（ポリエステル）24％

両脇ポケット付オールシーズン 2WAYストレッチホームクリーニング

すべり止めテープ付 生地厚

4

ジャケット
81810-2（黒）
本体価格 ¥28,000+税
プレミアムニット
ポリエステル76％
複合繊維（ポリエステル）24％

内ポケット付ホームクリーニング 2WAYストレッチ

生地厚

4

脇下清涼裏地

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

ベルト
OP105-2（黒）
本体価格 ¥3,300+税

リボン
OP152-9（イエロー）
本体価格 ¥4,600+税
ポリエステル100％
リボンの付け方はP202を参照

1カン

プレミアムニット

サテン調のブレードを
施したスマートデザイン
ベーシックなテーラードジャケットの襟に
光沢のあるブレードをあしらい、エレガント
な表情に仕上げています。

スマホが入る内ポケット
左身頃にはスマートフォンが入
る大きな内ポケット付き。

汗ジミ対策の脇切り替え
脇パーツに通気性の高い素材
を使用。水分を吸水、拡散し、
汗による蒸れを防ぎます。

軽い肩パット
超軽量の肩パットを採用。肩
が凝りにくく、優しいカーブに
沿ったラインを生み出します。

バックスタイル
女性の柔らかなシルエットに優
しくフィットするよう工夫しました。

プレミアム
ニット

しなやかな弾力のある糸を使用した、ドレープ
感のあるプルエラ®という素材。高反発性から
生まれる美しいシルエットと仕立て映えの良さ、
程よいフィット感を併せ持っています。また、シ
ワになりにくく、ユニフォームに適した素材です。
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0+税

ル）24％

両脇ポケポポ ット付ッチ

厚

ト付 脇下清涼裏地

）
+税

10％

性 防透

+税

ー）
+税

2を参照

軽い肩パット
超軽量の肩パットを採用。肩
が凝りにくく、優しいカーブに
沿ったラインを生み出します。

バックスタイル
女性の柔らかなシルエットに優
しくフィットするよう工夫しました。

プレミアム
ニット

しなやかな弾力のある糸を使用した、ドレープ
感のあるプルププ エラ®という素材。高反発性から
生まれる美しいシルエットと仕立て映えの良さ、
程よいフィット感を併せ持っています。また、シ
ワになりにくく、ユニフォームに適した素材です。

Puluela®は
東レ（株）の素材です。

複合撚糸原糸

快適
ストレッチ

防シワ

仕立て
映え
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光沢感のあるバーズアイで
エレガントな印象の好感度ベスト
マニッシュな印象ながら差し色のピンクが女性らしいバーズアイ素材。
脇ポケットや背ベルトにあしらったフリルテープでかわいらしさをアップ。

光沢感のある華やかなバー
ズアイ素材。差し色のピンク
が上質な中にも可愛らしさを
演出。軽く、伸縮性にも優れ
ています。

チェリッシュバーズアイ

材。
プ。

光沢感の
ズアイ素材
が上質な
演出。軽く
ています。

チェリッ

ズ
が

アクティブストレッチニット

脇ポケットに合わせて、背
ベルトにもフリルをあしらい
フェミニンさアップ。

バックスタイル

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 吸汗・速乾オールシーズン

らくらくカン

2WAYストレッチ

すべり止めテープ付 生地厚

長袖ブラウス＜リボン付＞
01190-4（ホワイト）
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％

ホームクリーニング

ベスト
11570-2（黒）
本体価格 ¥17,500+税
チェリッシュバーズアイ
ポリエステル75％・毛25％

生地厚ホームクリーニング 名札ポケット付オールシーズン

エコ素材



オ
フ
ィ
ス
レ
デ
ィ
ス
タ
イ
ル

159

襟端から前端にかけてサ
テンを配色し、上品で上質
な雰囲気に。

襟の配色でトレンド感を

スリットが入った袖は、折り
返すことで袖丈の長さを調
節できます。

長さ調節可能な袖

後ろ身ごろにベンツを入れ、
動きやすさと着心地をアップ。

後ろベンツで動きやすく

高級感と動きやすさを
両立させたパンツスーツ

シルエットにこだわった細身のテーラードジャケットは
パンツとのベストバランスを意識した着丈が絶妙。
動きやすいニット素材は、
一日中着ていても、ストレスフリーです。

長袖ブラウス
01075-4（ホワイト）
本体価格 ¥10,000+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

ジャケット
81510-2（黒）
本体価格 ¥25,500+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 2WAYストレッチ

生地厚

オールシーズン

パンツ
71512-2（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％

生地厚

ホームクリーニング

すべり止めテープ付

両脇ポケット付2WAYストレッチオールシーズン

吸汗・速乾

吸汗・速乾

1カン
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ジャンパースカート
61510-2（黒）
本体価格 ¥25,500+税
身頃部分　
アクティブストレッチニット
ポリエステル100％

吸汗・速乾 生地厚オールシーズン

スカート部分
チェリッシュバーズアイ
ポリエステル75％・毛25％

ホームクリーニング

ホームクリーニング

生地厚オールシーズン 両脇ポケット付

リボン
OP152-6（レッド）
本体価格 ¥4,600+税
ポリエステル100％
リボンの付け方はP202を参照

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

ストレスフリーの
着心地が魅力
吸汗・速乾性に優れたニット素材は
軽くて伸縮性抜群。
光沢感が華やかさをプラスします。

アクティブストレッチニット

マーメイドスカート（55cm丈）
51512-2（黒）
本体価格 ¥11,000+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 右脇ポケット付

生地厚

ベスト
11570-2（黒）
本体価格 ¥17,500+税
チェリッシュバーズアイ
ポリエステル75％・毛25％

生地厚ホームクリーニング 名札ポケット付オールシーズン

ジャケット
81510-2（黒）
本体価格 ¥25,500+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 2WAYストレッチ

生地厚

オールシーズン

長袖シャツ
01165-5（ピンク）
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

吸汗・速乾

吸汗・速乾

左 右



パンツ
71512-2（黒）

本体価格 ¥13,500+税

ウエストの後ろを深く
し、背中やインナーが
見えないように配慮。

背中が見えないように

インナーを出にくくする
ために従来よりも滑り
止めを長くしています。

滑り止めテープ付き

角度を付けたヨーク
切り替えで、バックス
タイルをスッキリきれ
いに見せます。

バックスタイル

フレアースカート
（53cm丈）

51513-2（黒）
本体価格 

¥11,500+税
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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

後ろゴム
クロップドパンツ

71513-2（黒）
本体価格 ¥13,500+税

後ろゴムフレアースカート
（55㎝丈）

51515-2（黒）
本体価格 ¥12,000+税

後ろゴムキュロット
（53cm丈）

71515-2（黒）
本体価格 ¥13,000+税

後ろゴム
仕様

後ろゴム
仕様

後ろゴム
仕様

ウエストの後ろ部分がゴムに
なっているので、お腹の締め
付けがありません。インベルタ
イプなので、ブラウスが出て着
崩れする心配もなく、きちんとし
た印象も与えてくれます。

後ろゴムシリーズ

ウエストラクラク♥

100
（mm）

（分）時間

■吸水性（吸水高さmm）

50

5 10

吸
水
高
さ

セオⓇアルファ
（JISバイレック法による比較）

綿

当社レギュラー
ポリエステル

汗でベトつきにくい

レギュラーポリエステルの約2倍の吸水性。

24

9.5

9.2

■拡散性（面積cm2）
（JIS滴下法による比較）

当社レギュラー
ポリエステル

綿

ドライ感をキープする

綿の2.5倍以上の拡散性。

セオⓇ
アルファ

やる気を応援する、軽くて、
サラサラの着心地。

植物に学んだ、水はけのいい構造。
セオⓇアルファは、何と言ってもその水はけのよさ
に自信があります。原糸の１本１本が、まるで植物
の茎のようにすぐれた毛細管現象
を持って水分をすばやく取り込み
発散することで、すぐれた吸水性と
サラサラのドライ感を実現しました。

Ａラインスカート
（55cm丈）

51853-2（黒）
本体価格

¥11,500+税

■乾燥速度（脱水30秒後）
0

6

3
約
40分

0

6

約
330分
以上

0

当社レギュラー
ポリエステル綿セオⓇアルファ

6

9
約
45分

汗のあとを残しにくい

綿の7倍以上のずば抜けた速乾性。
セオⓇアルファは東レ（株）の素材です。

ホームクリーニング 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

後ろゴム仕様

生地厚吸汗・速乾

フレア
（5

515
本

¥11¥ ,

マーメイドスカート
（55cm丈）

51512-2（黒）
本体価格

¥11,000+税
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ベスト
11760-8（グレー）
本体価格 ¥16,000+税
ヘリンボンストライプ
ポリエステル70％・毛30％

ホームクリーニング 背ベルト付オールシーズン 生地厚

5

スカート（53cm丈)
51760-8（グレー）
本体価格 ¥12,000+税
ヘリンボンストライプ
ポリエステル70％・毛30％

ホームクリーニング オールシーズン

生地厚

5
すべり止めテープ付 らくらくカン

2WAYストレッチ 両脇ポケット付

リボン
OP110-5（ピンク）
本体価格 ¥3,300+税
ポリエステル100％
リボンの付け方はP202を参照

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

バックスタイルは背ベルト
がついているのでウエス
トの調節ができます。

機能的な
バックスタイル

マニッシュ スタイル
女性らしく、かっこよく。

洗練スタイルを提案

ヘリンボンストライプ

ジャケット
81760-8（グレー）
本体価格 ¥29,500+税
ヘリンボンストライプ
ポリエステル70％・毛30％

生地厚

5
ドライクリーニング 2WAYストレッチ

ベスト
11760-8（グレー）
本体価格 ¥16,000+税
ヘリンボンストライプ
ポリエステル70％・毛30％

ホームクリーニング 背ベルト付オールシーズン 生地厚

5

Aラインスカート（53cm丈)
51763-8（グレー）
本体価格 ¥13,500+税
ヘリンボンストライプ
ポリエステル70％・毛30％

ホームクリーニング オールシーズン

生地厚

5
すべり止めテープ付

2WAYストレッチ 両脇ポケット付

長袖ブラウス

エコ素材

ブリリアント･ドット
ポリエステル70％・
トリアセテート30％

01073-4（ホワイト）
本体価格 ¥9,500+税

ホームクリーニング

1カン
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11760-1（紺）
本体価格 ¥16,000+税
ヘリンボンストライプ
ポリエステル70％・毛30％

ホームクリーニング 背ベルト付オールシーズン 生地厚

5

Aラインスカート（53cm丈)
51763-1（紺）
本体価格 ¥13,500+税
ヘリンボンストライプ
ポリエステル70％・毛30％

ホームクリーニング オールシーズン

リボン
OP103
本体価格 ¥3,200+税
ポリエステル100％
リボンの付け方は
P202を参照

防透

生地厚

5
すべり止めテープ付

2WAYストレッチ 両脇ポケット付

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

ジャケット
81760-1（紺）
本体価格 ¥29,500+税
ヘリンボンストライプ
ポリエステル70％・毛30％

生地厚

5
ドライクリーニング 2WAYストレッチ

スカート（53cm丈)
51760-1（紺）
本体価格 ¥12,000+税
ヘリンボンストライプ
ポリエステル70％・毛30％

ホームクリーニング オールシーズン

スカーフ
OP99-8（グレー）
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100%

生地厚

5
すべり止めテープ付 らくらくカン

2WAYストレッチ 両脇ポケット付

七分袖カットソー
01150-4（ホワイト）
本体価格 ¥7,200+税
ストレッチスムース
ポリエステル100％

バックスタイルはベンツ
入りで、動きやすく快適な
着心地。

機能的な
バックスタイル

ヘリンボン×ピンドットストライプを組み合わせたウール混素材。
さりげなく入ったドットのストライプが高級感を演出します。

ヘリンボンストライプ

さりげないストライプで
美人度アップのオフィススタイル
ヘリンボン×ピンドットストライプが高級感を漂わせる
優秀素材を採用。シンプルなデザインで洗練されたコーディネートを。

1カン

吸汗・速乾



シルエットを美しく見せ
るために、ウエストに切
り替えを施しました。ス
タイルアップ効果も。

バックスタイル
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フレアースカート（53cm丈）
51703-2（黒）
本体価格 ¥14,000+税
ラメストライプ
ポリエステル54％・
毛44％・キュプラ2％

生地厚

4

ホームクリーニング 右脇ポケット付オールシーズン

すべり止めテープ付

らくらくカン

ラメストライプ

細番手の糸使いで、上質な
素材感。仕立て栄えもよく、
シルバーラメが特徴的なスト
ライプ柄です。

ラメストライプ

番手
材感
ルバー
イプ柄

ラ

細番
素材
シル
ライ

素
シ
ラ

Black

ウエスト切り替えの
美しいシルエット
ウエストのペプラム切り替えは、
スタイルアップ効果あり。
丸いフラップやシルバー縁のボタンが
アクセントになり、品の良い華やかさを
醸し出します。

マーメイドスカート（55cm丈）
51702-2（黒）
本体価格 ¥14,000+税
ラメストライプ
ポリエステル54％・
毛44％・キュプラ2％

ホームクリーニング 右脇ポケット付オールシーズン

オールシーズン 生地厚ドライまたは手洗い

4
名札ポケット付

ベスト
11700-2（黒）
本体価格 ¥18,800+税
ラメストライプ
ポリエステル54％・
毛44％・キュプラ2％

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＆シュシュ 
OP104
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

生地厚

4
すべり止めテープ付

らくらくカン

吸汗・速乾
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Gray

スカート（55cm丈）
51490-8（グレー）
本体価格 ¥12,500+税

すべり止めテープ付 らくらくカン

ホームクリーニング オールシーズン 両脇ポケット付

生地厚

ストレッチ

ラベンダーストライプ
ポリエステル60％
複合繊維(ポリエステル)10％・毛30％

長袖ブラウス

ブリリアント･ドット
ポリエステル70％・トリアセテート30％

01070-4（ホワイト）
本体価格 ¥9,500+税

ホームクリーニング

マーメイドスカート（55cm丈）

ラベンダーストライプ
ポリエステル60％
複合繊維(ポリエステル)10％・毛30％

51492-8（グレー）
本体価格 ¥13,500+税

オールシーズンホームクリーニング ストレッチ

すべり止めテープ付 らくらくカン 生地厚

右脇ポケット付

ベスト

ラベンダーストライプ
ポリエステル60％
複合繊維(ポリエステル)10％・毛30％

11490-8（グレー）
本体価格 ¥17,000+税

オールシーズンホームクリーニング 背ベルト付 生地厚

エコ素材

バックにはベンツを入れ、
スタイルだけでなく
動きやすさにも配慮。

バックスタイル
オ
フ
ィ
ス
レ
デ
ィ
ス
タ
イ
ル

ラベンダーストライプ

メンズライクなグレーにあし
らった、ラベンダー色のストラ
イプがフェミニン。

ラベンダーストライプ

こだわりの
ラベンダー色が
おしゃれな技ありベスト
ライトグレー×ラベンダーストライプで
女性らしさをプラスしました。

脱いだ時やフラップ裏が
見えたときにセンスの良さを
アピール。

ラベンダー色の裏地



スタイルよく見せる美しいシルエット。
動きを妨げないほどよいフィット感。
デザイン性と機能性を兼ね備えた
ワンランク上の着心地が味わえます。

立体感のある
シルエットで
オフィスワークも快適
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フレキシブルサージ

ジャケット
81410-1（紺）
本体価格 ¥28,000+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％

ドライクリーニング 生地厚2WAYストレッチ

2WAYストレッチ

七分袖カットソー
01080-4（ホワイト）
本体価格 ¥6,200+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

ブーツカットパンツ
71412-1（紺）
本体価格 ¥16,200+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％

生地厚

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

スカーフ 
OP144-11（パープル）
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

1カン

吸汗・速乾
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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

ジャケット
81410-1（紺）
本体価格 ¥28,000+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％

ドライクリーニング 2WAYストレッチ 生地厚

左

長袖ブラウス

ブリリアント･ドット
ポリエステル70％・トリアセテート30％

01075-4（ホワイト）
本体価格 ¥10,000+税

ホームクリーニング エコ素材

フレアースカート（53cm丈）
51412-1（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

生地厚

ベスト
11410-1（紺）
本体価格 ¥15,000+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％

生地厚ホームクリーニング オールシーズン 背ベルト付

右

長袖シャツ

サテンストライプ
ポリエステル95％・綿5％

01100-4（ホワイト）
本体価格 ¥9,200+税

ホームクリーニング

リボン 
OP142-11（パープル）
本体価格 ¥3,300+税
ポリエステル100％
リボンの付け方はP202を参照

オ
フ
ィ
ス
レ
デ
ィ
ス
タ
イ
ル
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ベスト
11410-1（紺）
本体価格 ¥15,000+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％

生地厚ホームクリーニング オールシーズン 背ベルト付

長袖ブラウス＜リボン付＞
01130-3（ブルー）
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

マーメイドスカート（50cm丈）
51413-1（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 2WAYストレッチ

生地厚

エコ素材

1カン

吸汗・速乾

ジャケット
81415-1（紺）
本体価格 ¥26,500+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％

生地厚

3
ドライクリーニング 2WAYストレッチ

ベスト
11410-1（紺）
本体価格 ¥15,000+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％

生地厚ホームクリーニング オールシーズン 背ベルト付

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％

スカーフ 
OP145-11（パープル）
本体価格 ¥4,000+税
ポリエステル100％

ホームクリーニング エコ素材

ボックススカート（53cm丈）
51414-1（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 2WAYストレッチ 両脇ポケット付

生地厚1カン

吸汗・速乾
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美人スタイルを約束する
組み合わせ自在の豊富なラインナップ！

スカート
（55cm丈）

51410-1（紺）
本体価格

¥11,000+税

ティアードスカート
（53cm丈）

51411-1（紺）
本体価格

¥12,500+税

ボックススカート
（53cm丈）

51414-1（紺）
本体価格

¥12,500+税

ブーツカットパンツ
71412-1（紺）
本体価格

¥16,200+税

オ
フ
ィ
ス
レ
デ
ィ
ス
タ
イ
ル

バネが伸び縮み
することにより
ウエストへの
圧迫感が
やわらぎます。

ラクラクカン

ジャケット
81410-1（紺）

本体価格 ¥28,000+税

ベスト
11410-1（紺）

本体価格 ¥15,000+税

和柄のアクセサリーで落ち着いた大人の雰囲気に

ジャケット
81415-1（紺）

本体価格 ¥26,500+税

ラクラク
カン

ラクラク
カン

スカーフ 
OP145-11（パープル）
本体価格 ¥4,000+税

スカーフ 
OP144-11（パープル）
本体価格 ¥3,800+税

コサージュ 
OP143-11（パープル）
本体価格 ¥4,200+税

リボン 
OP142-11（パープル）
本体価格 ¥3,300+税

ラップキュロット
（50cm丈）

71415-1（紺）
本体価格

¥14,000+税

フレアースカート
（53cm丈）

51412-1（紺）
本体価格

¥12,500+税

ラクラク
カン

マーメイドスカート
（50cm丈）

51413-1（紺）
本体価格

¥12,500+税

ソフトな風合いと2WAYストレッチで、
着やすさバツグンです。ドレープ感があり
体になじむので、より美しいシルエットを
作り出します。

フレキシブルサージキ ブ サ ジ
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控えめなモノトーンがシックな雰囲気。
ウール混で質感は柔らか。

サンドバラシャ
グレー地にブルーのウインドペンを引い
たチェック柄。

サンドペン

サンドペン

サンドバラシャ

シックでスタイリッシュな
質感が魅力

スカート（55cm丈）
51040-83（グレーベース青）
本体価格 ¥14,500+税
サンドペン
ポリエステル70％・毛30％

ホームクリーニング オールシーズン 両脇ポケット付

生地厚

ベスト
11040-83（グレーベース青）
本体価格 ¥17,000+税
サンドペン
ポリエステル70％・毛30％

ホームクリーニング オールシーズン 背ベルト付 生地厚

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

3段カン

吸汗・速乾

スカート（55cm丈）
51050-8（グレー）
本体価格 ¥12,500+税
サンドバラシャ
ポリエステル70％・毛30％

ホームクリーニング オールシーズン 両脇ポケット付

生地厚

ジャケット
81050-8（グレー）
本体価格 ¥29,000+税
サンドバラシャ
ポリエステル70％・毛30％

ドライクリーニング 内ポケット付 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

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

エコ素材 吸汗・速乾

3段カン



きちんとした
第一印象も魅力。
オフィスウエアの
優秀アイテム

着こなし自在のシンプルな
ジャンパースカート。
ベスト＆スカートに比べてウエストの
しめつけや乱れが気にならず、
毎日のオフィスワークも快適です。

オ
フ
ィ
ス
レ
デ
ィ
ス
タ
イ
ル

人
気
商
品
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スカート部分
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％

オールシーズン 両脇ポケット付ホームクリーニング

ホームクリーニング

生地厚2WAYストレッチ

ジャンパースカート

身頃部分
ツイルニット
ポリエステル100％

61450-2（黒）
本体価格 ¥22,500+税

生地厚オールシーズン

スカーフ＆シュシュ
OP104
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

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

吸汗・速乾

フレキシブルサージキシブ サ ジ
ソフトな風合いと2WAYストレッチで、
着やすさバツグンです。ドレープ感が
あり、体になじむので、より美しいシル
エットを作り出します。

 ツイルニットツイ ト
東レ（株）のセオ®アルファという素材
を使用。ストレッチ性に優れ、シワになり
にくい優秀素材。表面感のある素材で
上質なイメージを漂わせます。
吸水速乾性もあるので、汗をかいても
ムレにくいです。



オネストリーギャバジン

プレーンなデザインが
コーデの幅を広げる
ブラックスーツ

独特の光沢としなやかさのある風合いが
特徴のギャバジン素材を採用。
ストレッチ性に優れているのもポイントです。
シンプルなデザインなので、インナーや
アクセサリーでアレンジも楽しめます。
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ジャケット
81550-2（黒）
本体価格 ¥18,000+税
オネストリーギャバジン
ポリエステル100％

生地厚ストレッチドライクリーニング

ブーツカットパンツ
71552-2（黒）
本体価格 ¥11,500+税
オネストリーギャバジン
ポリエステル100％

すべり止めテープ付

両脇ポケット付オールシーズン

生地厚

ホームクリーニング ストレッチ

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

スカーフ 
OP98-5（ピンク）
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

吸汗・速乾

1カン



オネストリーギャバジン
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オ
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深みのある高発色で、風合いもなめらか。
表面感があり、上品です。ストレッチ性が
優れている高機能素材。

バックスタイル

オールシーズン

ベスト
11550-2（黒）
本体価格 ¥10,000+税
オネストリーギャバジン
ポリエステル100％

生地厚ホームクリーニング

生地厚

スカート（53cm丈）
51550-2（黒）
本体価格 ¥7,500+税
オネストリーギャバジン
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 ストレッチ 両脇ポケット付

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
OP152-6（レッド）
本体価格 ¥4,600+税
ポリエステル100％
リボンの付け方はP202を参照

エコ素材

3段カン

吸汗・速乾



爽やかで
洗練された印象を
醸し出すネイビースーツ

ドレープ性のある生地で美しいシルエットを保つ、
再生糸から生まれたエコでおしゃれな
アイテムです。リーズナブルなプライスも魅力。
若 し々い印象を与えるネイビーは無地や柄物との
相性も良く、幅広いコーディネートが楽しめます。

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

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

ジャケット
81070-1（紺）
本体価格 ¥17,500+税
エコベネシャン
再生ポリエステル57％・
ポリエステル43％

エコ素材 生地厚内ポケット付ドライクリーニング

ベスト
11070-1（紺）
本体価格 ¥9,000+税
エコベネシャン
再生ポリエステル57％・
ポリエステル43％

オールシーズンホームクリーニング エコ素材 生地厚

スカート（55cm丈）
51070-1（紺）
本体価格 ¥6,800+税
エコベネシャン
再生ポリエステル57％・
ポリエステル43％

オールシーズン 両脇ポケット付

生地厚

ホームクリーニング エコ素材

174

エコベネシャン

3段カン
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ベスト
11070-1（紺）
本体価格 ¥9,000+税
エコベネシャン
再生ポリエステル57％・
ポリエステル43％

オールシーズンホームクリーニング エコ素材 生地厚

脇ゴムスカート（60cm丈）
51076-1（紺）
本体価格 ¥7,400+税
エコベネシャン
再生ポリエステル57％・
ポリエステル43％

ホームクリーニング オールシーズン

両脇ポケット付 生地厚

エコ素材

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％

エコ素材ホームクリーニング

ジャケット
81070-1（紺）
本体価格 ¥17,500+税
エコベネシャン
再生ポリエステル57％・
ポリエステル43％

エコ素材 生地厚内ポケット付ドライクリーニング

スカーフ
OP100-3（ブルー）
本体価格 ¥3,800+税
ポリエステル100％

七分袖カットソー
01150-4（ホワイト）
本体価格 ¥7,200+税
ストレッチスムース
ポリエステル100％

パンツ
71070-1（紺）
本体価格 ¥11,000+税
エコベネシャン
再生ポリエステル57％・
ポリエステル43％

オールシーズンホームクリーニング エコ素材

生地厚

両脇ポケット付

左

右

3段カン

1カン

吸汗・速乾

吸汗・速乾
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ラップキュロット×ベストで
アクティブな雰囲気を演出
巻きスカートのようなデザインで、
パンツ仕立てになっているラップキュロットは
動きやすさバツグン。アクティブな職場に
おすすめのアイテムです。ミニチェック柄の
ベストを合わせて、大人かわいい印象に。

ミニチェック

バックスタイルは背ベルトが
付いているのでウエストの
調節ができます。

バックスタイル

ベスト
11420-1（紺）
本体価格 ¥15,000+税
ミニチェック
再生ポリエステル70％・
ポリエステル30％

オールシーズンホームクリーニング

生地厚

背ベルト付エコ素材

長袖ブラウス＜リボン付＞
01172-3（ブルー）
本体価格 ¥6,000+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

ラップキュロット
71075-1（紺）
本体価格 ¥8,000+税
エコベネシャン
再生ポリエステル57％・
ポリエステル43％

オールシーズンホームクリーニング エコ素材

生地厚

右脇ポケット付

3段カン

吸汗・速乾
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再生ポリエステルを使用した
環境に優しいリサイクル素材です。
しなやかな梳毛調で、美しい
ドレープ性と深みのある発色を
持ち、素材感はサラッとなめらか。

エコベネシャン
した
です。
しい
色を
か。

さりげなくシンプルなミニチェックは
オフィスの王道的存在。白やネイ
ビー、黒などの無地アイテムとの
相性も抜群です。

ミニチェック

脇ゴムスカート
51076-1（紺）
本体価格

¥7,400+税

ウエスト
らくらく

脇ゴム
ウエス
らくら

脇脇ゴ
スト
らく

ゴム

ウエスト
らくらく

脇ゴム

脇
5

¥

ウエス
らくら

脇ゴ

パンツ
71070-1（紺）
本体価格

¥11,000+税

ゆとりの
はき心地

2タック

ジャケット
81070-1（紺）

本体価格 ¥17,500+税

ベスト
11420-1（紺）

本体価格 ¥15,000+税

ベスト
11070-1（紺）

本体価格 ¥9,000+税

スカート丈

60cm

スカート
51070-1（紺）
本体価格

 ¥6,800+税

スカート丈

55cm

オ
フ
ィ
ス
レ
デ
ィ
ス
タ
イ
ル

ラップキュロット
71075-1（紺）
本体価格

 ¥8,000+税

キュロット丈

cm46

脇ゴムキュロット
71076-1（紺）
本体価格

¥7,500+税

キュロット丈

cm50

オールシーズンホームクリーニング

両脇ポケット付

エコ素材

生地厚1カン


