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はたらく女性をサポートする幅広いラインナップ

企業でのデスクワークや接客、軽作業、受付などから、

医療機関の受付まで、女性がはたらくシーンを幅広く彩るコレクション。

デザイン性と快適性ではたらく女性をサポートします。

ホームページでも
新商品の情報を

ご確認いただけます。

さらにMOVIEページでは各種商品を「動画」でご紹介中！



POINT 05

UVカット率94％。女性の大敵、
紫外線をきっちりブロックします。

紫外線をシャットアウト

POINT 03

制菌・防臭機能付きで、いつも
衣服を清潔に保ち、気になるニオイ
もブロック。

清潔感を毎日キープ

POINT 01

肌が触れた時にひんやり感の
ある、夏にうれしい冷感素材です。

ひんやり接触冷感素材

POINT 02

汗をかいてもすぐ乾く速乾性のある
素材。汗ばむ季節でもさらっと
快適です。

ドライでいつでも快適

POINT 07

フロントの切替えパネルで細見え
が叶うラインを追求。どなたでもき
れいに着こなせます。

着るだけでスタイルアップ

POINT 06

腕の上げ下げがラクなストレスフ
リーアーム。軽くてラクな着心地
で疲れを軽減します。

ストレスフリーな着心地

POINT 08

ウエストの切替えで、後ろからの
細見え効果を追求。また、お辞儀
をしても背中が見えにくい安心感
のある長めの丈です。

後ろ姿も美しく

POINT 04

二重構造の右ポケットは、スマート
フォンがすっぽり入る収納力。
使いやすさにこだわりました。

抜群の収納力

POINT 05

UVカット率94％。女性の大敵、
紫外線をきっちりブロックします。

紫外線をシャットアウト

POINT 03

制菌・防臭機能付きで、いつも衣
服を清潔に保ち、気になるニオイ
もブロック。

清潔感を毎日キープ

POINT 01

肌が触れた時にさらっとしてひん
やり感のある、夏にうれしい冷感
素材です。

ひんやり接触冷感素材

POINT 02

汗をかいてもすぐ乾く速乾性のあ
る素材。汗ばむ季節でもさらっと
快適です。

ドライでいつでも快適

POINT 07

フロントの切替えパネルで細見え
が叶うラインを追求。どなたでも
きれいに着こなせます。

着るだけでスタイルアップ

POINT 06

腕の上げ下げがラクなストレス
フリーアーム仕様。軽くてラクな
着心地で疲れを軽減します。

ストレスフリーな着心地

POINT 08

ウエストの切替えで、後ろからの
細見え効果を追求。また、お辞儀
をしても背中が見えにくい安心感
のある長めの丈です。

後ろ姿も美しく

POINT 04

二重構造の右ポケットは、スマー
トフォンがすっぽり入る収納力。
使いやすさにこだわりました。

抜群の収納力
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夏のオフィスウェアとして人気のオーバーブラウスは、機能性とファッション性が問われる存在に進化しています。

en joieでは仕事シーンで求められる高いニーズにお応えできる“最適な”1枚として、

フルスペックオーバーブラウスを開発しました。時代の新スタンダードにふさわしい自信作です。

フルスペック オー   バーブラウス誕生
Full  Spec Overblouse

UVカット率
94％

防透け

接触冷感

速乾

制菌＋消臭

やさしい
肌触り

銀イオンを担持したポリマーを繊維
表面を均一にコーティングさせ、効率
的に制菌処理し、長期性能維持
する制菌加工。
湿潤時に繊維表面上で銀イオンが放出
され、細菌に作用します。悪臭の発生
を防止するバイオフィルムを形成し、
嫌な臭いを発生させません。 生　地

��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

細菌細菌

制菌力
細菌の繁殖を制御
長期的に放出

長期性能
長期洗濯耐久性

が実現

消臭効果
臭いの原因となる
微生物を制御

安全性
皮膚や皮膚常在菌
への影響なし

６つの機能で夏をサポート
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「多機能ながら美しい」
オフィスの新常識
優秀素材の使用に加え、便利な二重ポケット付き。
シルエットまで美しいオーバーブラウス。

Clear
Border
クリアボーダー

Full Spec Overblouse

オーバーブラウス
26735-1(紺）
¥16,500（税込¥18,150）
クリアボーダー
［ファブロック 制菌加工］
ポリエステル100％

生地厚

2

ホームクリーニング 機能ポケット付ストレスフリーアーム 制菌加工

防透 UVカット 接触冷感

Aラインスカート（58cm丈）
56615-1（紺）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維(ポリエステル)40％

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

Aラインスカート（58cm丈）
56615-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維(ポリエステル)40％

オーバーブラウス
26730-8（グレー）
¥15,900（税込¥17,490）
クリアボーダー
［ファブロック 制菌加工］
ポリエステル100％

生地厚

2

ホームクリーニング 機能ポケット付ストレスフリーアーム 制菌加工

防透 UVカット 接触冷感

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地
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快適さを味方にした
涼やかで上品な
オーバーブラウス
ネイビー×シルバーが爽やかながら
信頼感のある印象に。

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

オーバーブラウス
26730-1(紺）
¥15,900（税込¥17,490）
クリアボーダー
［ファブロック 制菌加工］
ポリエステル100％

生地厚

2

ホームクリーニング 機能ポケット付ストレスフリーアーム 制菌加工

防透 UVカット 接触冷感

Aラインスカート（58cm丈）
56615-1（紺）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維(ポリエステル)40％

ブローチ
OP161-1（紺）
¥3,000（税込¥3,300）
ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

オーバーブラウス
26735-1(紺）
¥16,500（税込¥18,150）
クリアボーダー
［ファブロック 制菌加工］
ポリエステル100％

生地厚

2

ホームクリーニング 機能ポケット付ストレスフリーアーム 制菌加工

防透 UVカット 接触冷感

Aラインスカート（58cm丈）
56615-1（紺）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維(ポリエステル)40％

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地
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上質感と知性を伝える
グレーのモノトーンコーデ
オフィスになじむ品のよいグレーを採用
シルバーのラインが清潔感と
上品さを際立たせます。

オーバーブラウス
26730-8（グレー）
¥15,900（税込¥17,490）
クリアボーダー
［ファブロック 制菌加工］
ポリエステル100％

生地厚

2

ホームクリーニング 機能ポケット付ストレスフリーアーム 制菌加工

防透 UVカット 接触冷感

Aラインスカート（58cm丈）
56615-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維(ポリエステル)40％

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

Aラインスカート（58cm丈）
56615-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維(ポリエステル)40％

オーバーブラウス
26735-8（グレー）
¥16,500（税込¥18,150）
クリアボーダー
［ファブロック 制菌加工］
ポリエステル100％

生地厚

2

ホームクリーニング 機能ポケット付ストレスフリーアーム 制菌加工

防透 UVカット 接触冷感

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地
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ブローチ
OP161-1(紺）

¥3,000（税込¥3,300）

バックスタイル
ペプラム切替えで
ウエスト位置が高く
見えるバックスタ
イルです。

スマホポケット
スマートフォンが
すっぽり入る二重
ポケット構造に 
なっています。

バックスタイル
ペプラム切替えで
ウエスト位置が高く
見えるバックスタ
イルです。

スマホポケット
スマートフォンが
すっぽり入る二重
ポケット構造に 
なっています。

はたらく女性に寄り添った機能性と、デザイン・カラーを追究し、
大満足していただけるフルスペックのオーバーブラウスが完成しました。

多機能ではたらく女性に最適！ 
大本命のフルスペックオーバーブラウス

オーバーブラウス
26730-1(紺）

¥15,900（税込¥17,490）

オーバーブラウス
26730-8（グレー）

¥15,900（税込¥17,490）

オーバーブラウス
26735-1(紺）

¥16,500（税込¥18,150）

オーバーブラウス
26735-8（グレー）

¥16,500（税込¥18,150）

ドビー組織に繊細なラメを施した
清涼感のあるボーダー柄。接触
冷感・UVカット・速乾性・防透け・
やさしい肌触りで猛暑を快適に
過ごせる機能が満載です。更に
「ファブロック」という制菌加工を
施し、夏場の気になる臭いを
ブロックします。

Clear Border

クリアボーダー

ドビー組織に繊細なラメを施した
清涼感のあるボーダー柄。接触
冷感・UVカット・速乾性・防透け・
やさしい肌触りで猛暑を快適に
過ごせる機能が満載です。更に
「ファブロック」という制菌加工を
施し、夏場の気になる臭いを
ブロックします。

Clear Border

クリアボーダー

Clear
Border
クリアボーダー

Full Spec Overblouse

Navy Gray

Overblouse Overblouse

Skirt Accessory

Aラインスカート（58cm丈）
56615-2（黒）

¥14,500（税込¥15,950）
アンサンブルプロジェクト対象商品

Aラインスカート（58cm丈）
56615-1(紺）

¥14,500（税込¥15,950）
アンサンブルプロジェクト対象商品
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人気があるスタイルは、それだけまわりにも好印象ということ。

こだわりのオーバーブラウスをまとって、今日もあなたの笑顔でオフィスを明るく！

2020年で大人気だったオーバーブラウスをランキング形式で一挙大公開！

あなたのオフィスウェア選びの参考にいかがでしょう。10RANK  INGOver Blouse

Shad
ow

 B
ord

er

シ
ャ
ド
ー
ボ
ー
ダ
ー

1

Shadow
 B

order

シ
ャ
ド
ー
ボ
ー
ダ
ー

3

Friendly C
heck

フ
レ
ン
ド
リ
ー
チ
ェ
ッ
ク

5

オーバーブラウス
26390-5（ピンク） 
¥19,500（税込¥21,450）
P48 掲載商品

Candy Border

キ
ャ
ン
デ
ィ
ボ
ー
ダ
ー

2

G
raphical Check

グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
チ
ェ
ッ
ク

4

オーバーブラウス
26145-2（黒） 
¥13,800（税込¥15,180）
P54 掲載商品

サマージャケット
86415-1（紺）
¥21,000（税込¥23,100）
P64 掲載商品

6

サマージャケット
86465-1（紺）
¥23,500（税込¥25,850）
P189 掲載商品

7

オーバーブラウス
26230-2（黒） 
¥14,800（税込¥16,280）
P58 掲載商品

8

オーバーブラウス
26520-1（紺）
¥17,800（税込¥19,580）
P52 掲載商品

9

オーバーブラウス
26660-7（ベージュ）
¥21,500（税込¥23,650）
P60 掲載商品

10

オーバーブラウス
26605-1（紺）
¥18,200（税込¥20,020）
P36 掲載商品

長袖オーバーブラウス
26602-1（紺） 
¥21,000（税込¥23,100）
P38・P92 掲載商品

長袖
商品

長袖
商品

オーバーブラウス〈リボン付〉
26500-2（黒） 
¥15,900（税込¥17,490）
P46 掲載商品

オーバーブラウス
26600-1（紺） 
¥18,200（税込¥20,020）
P34 掲載商品

長袖オーバーブラウス
〈リボン付〉

26505-2（黒） 
¥19,000
（税込¥20,900）
P47 掲載商品
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en joieのオーバーブラウス・サマージャケットを価格別にラインナップ！
お気に入りのアイテムを一目で比較することができます。価格別 サマーアイテムラインナップ

Summer Item Line up

グラフィカルチェック
P55

シャドーボーダー
P32

P41

シャドーボーダー
P36
P37

ワッフルチェック
P62

フレンドリーチェック
P48
P49

マーブルチェック
P74
P75

キャンディボーダー
P46
P82

トゥインクルハート
P52

アシンメトリーチェック
P88

フェアリーチェック
P83

フラワーチェック
P76

ブライトチェック
P58

ガーデンチェック
P56

ミルクティーチェック
P85

ミルクティーツイード
P84

マリンボーダー
P64
P65

ワッフルチェック
P60
P61

ファインカルゼ
P189

マリンブルーチェック
P179

ジェラートチェック
P57

¥ ～14,999

¥ 15,000～19,999

¥ 20,000～

価格帯カラー（税抜き価格）

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

ソフトジャケット
26690-3（ブルー）

¥21,800（税込¥23,980）

リボンチェック
P172

ソフトジャケット
26680-1（紺）

¥23,500（税込¥25,850）

フェミニンツイード
P71

ソフトジャケット
26705-8（グレー）

¥21,000（税込¥23,100）

フェミニンツイード
P68

オーバーブラウス
26700-8（グレー）

¥19,000（税込¥20,900）

シュガリーチェック
P72
P73

オーバーブラウス　　　　
26710-5（ピンク）　26710-7（ベージュ）　26710-8（グレー）

¥13,900（税込¥15,290）　　　

オーバーブラウス
26140-2（黒）

¥14,800（税込¥16,280）

オーバーブラウス
26190-5（ピンク）

¥14,800（税込¥16,280）

オーバーブラウス
26230-2（黒）

¥14,800（税込¥16,280）

オーバーブラウス
26255-2（黒）

¥15,200（税込¥16,720）

エトワールニット
P50
P51

オーバーブラウス
26670-3（ブルー）　26670-7（ベージュ）　26670-8（グレー）

¥14,800（税込¥16,280）

オーバーブラウス
26530-2（黒）　26530-5（ピンク）

¥14,800（税込¥16,280）

オーバーブラウス
26500-2（黒）　26500-5（ピンク）

¥15,900（税込¥17,490）

オーバーブラウス
26520-1（紺）

¥17,800（税込¥19,580）

オーバーブラウス
26240-4（ホワイト）

¥18,200（税込¥20,020）

オーバーブラウス
26440-5（ピンク）　26440-8（グレー）

¥18,500（税込¥20,350）

オーバーブラウス
26600-1（紺）  26600-8（グレー）

¥18,200（税込¥20,020）

オーバーブラウス
26605-1（紺）

¥18,200（税込¥20,020）

オーバーブラウス
26665-7（ベージュ）

¥19,800（税込¥21,780）

オーバーブラウス
26390-5（ピンク）

¥19,500（税込¥21,450）

オーバーブラウス
26650-2（黒）　26650-3（ブルー）

¥19,800（税込¥21,780）

オーバーブラウス
26380-7（ベージュ）

¥21,000（税込¥23,100）

サマージャケット
86370-7（ベージュ）

¥21,000（税込¥23,100）

サマージャケット
86415-1（紺）

¥21,000（税込¥23,100）

オーバーブラウス
26660-7（ベージュ）

¥21,500（税込¥23,650）

サマージャケット
86465-1（紺）

¥23,500（税込¥25,850）

ソフトジャケット
26610-3（ブルー）

¥23,800（税込¥26,180）

グラフィカルチェック
P54

オーバーブラウス
26145-2（黒）

¥13,800（税込¥15,180）

ファンシードビー
P78
P79

モノトーンギンガムチェック
P59

オーバーブラウス
26110-2（黒）

¥14,500（税込¥15,950）

オーバーブラウス
26450-2（黒）

¥14,500（税込¥15,950）

フローラルチェック
P77

オーバーブラウス
26350-1（紺）　26350-5（ピンク）

¥16,000（税込¥17,600）

ファンシードビー
P80

長袖オーバーブラウス
26115-2（黒）

¥16,000（税込¥17,600）

クリアボーダー
P18

P27

ミルキーチェック
P86

キャンディボーダー
P47

長袖オーバーブラウス
26505-2（黒）

¥19,000（税込¥20,900）

オーバーブラウス
26360-4（ホワイト）

¥18,800（税込¥20,680）

オーバーブラウス
26730-1（紺）　26730-8（グレー）

¥15,900（税込¥17,490）

クリアボーダー
P18

P27

オーバーブラウス
26735-1（紺）　26735-8（グレー）

¥16,500（税込¥18,150）

エタンセルツイード
P162

P169

シャドーボーダー
P38

長袖オーバーブラウス
26602-1（紺）

¥21,000（税込¥23,100）

ソフトジャケット
26720-1（紺）　26720-4（アイボリー）

¥22,800（税込¥25,080）
※グレーのみ新色です。
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人気シリーズに新色登場
品の良いグレーが好印象
シルバーのパイピングや上質なボタンを
あわせたハイクラスのオーバーブラウス。
吸汗・速乾素材と接触冷感素材で
夏でも快適に過ごせます。

Shadow
Border
シャドーボーダー

Gray

立体感のあるボーダーが上品な印象に。
吸水性や接触冷感があり、ソフトな質感と
通気性も兼ね備えた機能素材です。

Shadow Border

シャドーボーダー

ソアロン®は適切に管理された
森林資源を原料にしており、
森林伐採を抑制する仕組み
に取り組んでいます。

の特徴

ソアロン®は三菱ケミカルのトリアセテート素材です。

オーバーブラウス
26600-8（グレー）
¥18,200（税込¥20,020）
シャドーボーダー
複合繊維（ポリエステル）78％
トリアセテート22％

Aラインスカート（55cm丈）
56603-8（グレー）
¥14,200（税込¥15,620）
シャドーボーダー
複合繊維（ポリエステル）78％
トリアセテート22％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ エコ素材 吸汗・速乾

接触冷感 生地厚

オーバーブラウス
26600-8（グレー）
¥18,200（税込¥20,020）
シャドーボーダー
複合繊維（ポリエステル）78％
トリアセテート22％

Aラインスカート（55cm丈）
56603-8（グレー）
¥14,200（税込¥15,620）
シャドーボーダー
複合繊維（ポリエステル）78％
トリアセテート22％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ エコ素材 吸汗・速乾

接触冷感 生地厚

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

エコ素材 吸汗・速乾 接触冷感

生地厚

清涼裏地

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

エコ素材 吸汗・速乾 接触冷感

生地厚

清涼裏地
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リボン襟が上品な
洗練されたネイビーの
アンサンブルスタイル
シルバーのパイピングや上質なボタンを
あわせたハイクラスのオーバーブラウス。
吸汗・速乾素材で
快適な仕事環境をサポート。

Navy

Aラインスカート（55cm丈）
56603-1（紺）
¥14,200（税込¥15,620）
シャドーボーダー
複合繊維（ポリエステル）78％
トリアセテート22％

オーバーブラウス
26600-1（紺）
¥18,200（税込¥20,020）
シャドーボーダー
複合繊維（ポリエステル）78％
トリアセテート22％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ エコ素材 吸汗・速乾

接触冷感 生地厚

Aラインスカート（55cm丈）
56603-1（紺）
¥14,200（税込¥15,620）
シャドーボーダー
複合繊維（ポリエステル）78％
トリアセテート22％

オーバーブラウス
26600-1（紺）
¥18,200（税込¥20,020）
シャドーボーダー
複合繊維（ポリエステル）78％
トリアセテート22％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ エコ素材 吸汗・速乾

接触冷感 生地厚

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

エコ素材 吸汗・速乾 接触冷感

生地厚

清涼裏地

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

エコ素材 吸汗・速乾 接触冷感

生地厚

清涼裏地
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タイ付カラーで
大人の雰囲気を演出
同素材のＡラインスカートとの
セットアップで
クラス感漂う大人の装いに。

Aラインスカート（55cm丈）
56603-1（紺）
¥14,200（税込¥15,620）
シャドーボーダー
複合繊維（ポリエステル）78％
トリアセテート22％

オーバーブラウス
26605-1（紺）
¥18,200（税込¥20,020）
シャドーボーダー
複合繊維（ポリエステル）78％
トリアセテート22％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ エコ素材 吸汗・速乾

接触冷感 生地厚

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

エコ素材 吸汗・速乾 接触冷感

生地厚

清涼裏地

Aラインスカート（55cm丈）
56603-1（紺）
¥14,200（税込¥15,620）
シャドーボーダー
複合繊維（ポリエステル）78％
トリアセテート22％

オーバーブラウス
26605-1（紺）
¥18,200（税込¥20,020）
シャドーボーダー
複合繊維（ポリエステル）78％
トリアセテート22％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ エコ素材 吸汗・速乾

接触冷感 生地厚

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

エコ素材 吸汗・速乾 接触冷感

生地厚

清涼裏地



オールシーズン着用可能な
長袖オーバーブラウス
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上品なネイビーが
ベストスタイルを
グレードアップ

ホームクリーニング

長袖オーバーブラウス
26602-1（紺）
¥21,000（税込¥23,100）
シャドーボーダー
複合繊維（ポリエステル）78％
トリアセテート22％

2WAYストレッチ エコ素材

吸汗・速乾 接触冷感 生地厚

3

Aラインスカート（55cm丈）
56603-1（紺）
¥14,200（税込¥15,620）
シャドーボーダー
複合繊維（ポリエステル）78％
トリアセテート22％

オールシーズン

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

エコ素材 吸汗・速乾 接触冷感

生地厚

清涼裏地

Aラインスカート（55cm丈）
56603-1（紺）
¥14,200（税込¥15,620）
シャドーボーダー
複合繊維（ポリエステル）78％
トリアセテート22％

ベスト
16600-1（紺）
¥18,800（税込¥20,680）
シャドーボーダー
複合繊維（ポリエステル）78％
トリアセテート22％

ホームクリーニング エコ素材 吸汗・速乾 接触冷感

生地厚

半袖ブラウス
06073-4（ホワイト）
¥10,000（税込¥11,000）
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

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

エコ素材 吸汗・速乾 接触冷感

生地厚

清涼裏地



バックスタイル
シルバーのパイピ
ングがさりげない
アクセントになって
います。

Aラインスカート（55cm丈）
56603-1（紺）

¥14,200（税込¥15,620）

オーバーブラウス
26605-1（紺）

¥18,200（税込¥20,020）

オーバーブラウス
26600-1（紺）

¥18,200（税込¥20,020）

バックスタイル
シルエットの美しさ
を全面にアピール
した、すっきりとシ
ンプルなスタイル。

ループタイ風の襟
襟の延長がタイに
なったデザイン。
ループに通すだけ
で簡単にタイ風の
襟に。

バックスタイル
シルバーのパイピ
ングがさりげない
アクセントになって
います。

リボン襟
形成されたリボン
の下にスナップ
ボタンで留めるだけ
の簡単な仕様です。

バックスタイル
シルバーのパイピ
ングがさりげない
アクセントになって
います。

リボン襟
形成されたリボン
の下にスナップ
ボタンで留めるだけ
の簡単な仕様です。

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
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バックスタイル
シルバーのパイピ
ングが映えるすっ
きりとしたバックス
タイル。

Aラインスカート（55cm丈）
56603-8（グレー）

¥14,200（税込¥15,620）

オーバーブラウス
26600-8（グレー）

¥18,200（税込¥20,020）

品の良いグレーと深みのあるネイビーが好印象
エレガントで信頼感が伝わるスタイルと好評のシャドーボーダーシリーズに、グレーの新色が登場しました。
シルバーのパイピングを施し、クラス感を演出しました。
幅広いお仕事シーン、年代の方にフィットする着こなしやすさも魅力です。

Shadow
Border
シャドーボーダー

ベスト
16600-1（紺）

¥18,800（税込¥20,680）

長袖オーバーブラウス
26602-1（紺）

¥21,000（税込¥23,100）

ストレスフリー仕様

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。

Overblouse

Skirt

Vest
Longsleeve
Overblouse
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Ensemble Project
アンサンブルプロジェクト

1着購入で を寄付￥100

ストレスフリー仕様で快適性アップ！
スカート生地には高ストレッチ素材

を使用。さらに、背中側のウエスト

内側にカーブゴムを縫い付けて

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。

Aラインスカート（58cm丈）
56615-1（紺）

¥14,500（税込¥15,950）
アンサンブルプロジェクト対象商品

Aラインスカート（58cm丈）
56615-2（黒）

¥14,500（税込¥15,950）
アンサンブルプロジェクト対象商品

Pick up

使いやすい
ロングスカート
新登場
足さばきが良く美しいシルエットのAラインスカートに

丈長タイプが登場しました。膝が隠れる丈バランスで、

安心感のあるコーディネートが可能です。

E
n

s
e

m
b

l
e

はたらく女性をとりこにする

ストレスフリーボトム
毎日身に着けるしごと服だからこそ、ラクな着心地も美シルエットも欲張って。

en joie自慢のボトムスラインナップ。

A line skirt Aラインスカート

すっきり
ファスナー

すっきり
ファスナー

Ensemble Project
対象商品

こちらのラインナップは

全て「アンサンブルプロ

ジェクト」対象商品です。

製品をお買い上げいただく

ことで1着につき100円

をクリステル財団の活動

に寄付いたします。

（P225参照）

▲製品にはこのラベルが付いています。

従来品よりしっかり伸びる！

▲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

Ensemble
Project
アンサンブルプロジェクト

1着購入で

を寄付￥100

こんなに
違います！

“約5cm伸びる”
ウエストの仕様

洗濯機で洗えて
“お手入れ楽々”

“伸びるニット素材”
で動きやすくて
シワになりにくい



オ
フ
ィ
ス
フ
ル

E
n

s
e

m
b

l
e
 
P

r
o

j
e

c
t

44 45

仕事の効率性をサポート
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Ensemble Project
アンサンブルプロジェクト

1着購入で を寄付￥100

Navy Black

ソフトエコニット
Soft Ecology Knit

再生ポリエステルを複合し、環境に配慮したエコ素材（東レ株式会社エコユー
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。

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。

Navy Black

エコトロピカル
Eco Tropical

優しいふくらみ感とストレッチ性を
兼ね備えた機能素材

プレーンで清涼感のある素材なので、夏に最適です。トリクシオン®という帝人フロン
ティア株式会社の機能糸を使用しており、ポリエステルなのにウールのような自然で
ソフトな風合いが特徴です。再生ポリエステルを使用し、自然環境に配慮した素材です。

少し厚手な素材を使用した「オールシーズン」向けのシリーズもご用意しております
スカート（55cm丈）
51870-1（紺） /  51870-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）

Ａラインスカート（55cm丈）
51873-1（紺） /  51873-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）

パンツ
71872-1（紺） /  71872-2（黒）
¥18,800（税込¥20,680）

ラップキュロット（55cm丈）
71875-1（紺） / 71875-2（黒）
¥17,800（税込¥19,580）

Ａラインスカート（58cm丈）
51875-1（紺） /  51875-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）

A line skirt Aラインスカート

Tight skirt タイトスカート

Wrap culotte ラップキュロット

Pants パンツ

すっきり
ファスナー

はたらく女性をとりこにする

ストレスフリーボトムで

Aラインスカート（58cm丈）
56615-1（紺） /  56615-2（黒）

¥14,500（税込¥15,950）
アンサンブルプロジェクト対象商品 アンサンブルプロジェクト対象商品

Ａラインスカート（55cm丈）
56613-1（紺） /  56613-2（黒）

¥14,500（税込¥15,950）

アンサンブルプロジェクト対象商品

スカート（55cm丈）
56610-1（紺） /  56610-2（黒）

¥14,500（税込¥15,950）

アンサンブルプロジェクト対象商品

ラップキュロット（55cm丈）
76615-1（紺） / 76615-2（黒）

¥17,800（税込¥19,580）

パンツ
76612-1（紺） /  76612-2（黒）

¥18,800（税込¥20,680）
アンサンブルプロジェクト対象商品

すっきり
ファスナー

すっきり
ファスナー

すっきり
ファスナー

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。

すっきりと見せる
ホック＆ファスナー

すっきり
ファスナー

ロング
スカート
登場

オ
フ
ィ
フ
ィ
フ
ス
フ
ル
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をサポート
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Eco Tropical

Pick up

Aライン型のシルエットで、フロントは
巻きスカートのようになっています。
足さばきの良さに加え、フェミニンな
印象を与えます。

後ろから見るとAラインスカートの
ように見えるデザイン。ヒップライン
などを気にすることなく着用いただけ
ます。

しゃがんだ際や車の運転などでも
チラ見えしないキュロットのデザ
インは、アクティブにはたらく女性
の味方です。

Wrap culotte  POINT

前後どこから見てもスカート見えするラップキュロット
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リボンは、ボタンで簡単に
取り外すことができます。

取り外せるリボン付

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

バックスタイル

バックスタイル

オーバーブラウス〈リボン付〉
26500-2（黒）
¥15,900（税込¥17,490）
キャンディボーダー
ポリエステル100％

2WAYストレッチホームクリーニング 名札ポケット付

生地厚

2

吸汗・速乾

Aラインスカート（53cm丈）
56156-2（黒）
¥13,500（税込¥14,850）
サマートロピカル
ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

2WAYストレッチホームクリーニング

生地厚

1
すべり止めテープ付

両脇ポケット付

2WAYストレッチ
縦・横2方向に伸縮する優れ
たストレッチ性を持つニット素
材です。

長袖オーバーブラウス
〈リボン付〉

26505-2（黒）
¥19,000（税込¥20,900）
キャンディボーダー
ポリエステル100％

Aラインスカート（53cm丈）
56156-2（黒）
¥13,500（税込¥14,850）
サマートロピカル
ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

2WAYストレッチホームクリーニング

生地厚

1
すべり止めテープ付

両脇ポケット付

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 名札ポケット付

生地厚

2
吸汗・速乾

オールシーズン

バックスタイル

セミフレアースカート（50cm丈）
56153-2（黒）
¥12,200（税込¥13,420）
サマートロピカル
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 2WAYストレッチ 右脇ポケット付

生地厚

ベスト
16500-2（黒）
¥17,500（税込¥19,250）
キャンディボーダー
ポリエステル100％

機能ポケット付ホームクリーニング 名札ポケット付

吸汗・速乾 生地厚

2

清涼裏地

半袖ブラウス＜リボン付＞
06130-4（ホワイト）
¥9,500（税込¥10,450）
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

BlackBlack

Candy
Border
キャンディボーダー

Candy Border

キャンディボーダー

ポコポコとした凹凸感が愛らしさを感
じさせる、軽くて肌あたりの良いニット
素材。伸縮性に優れ動きやすいだけ
でなく、吸汗速乾性、高通気、形態
安定性など機能面も充実。高通気

高通気

高通気

高通気

高通気

高通気
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ふんわりとした小さめの襟と
ポケットのリボンでかわいらしく。
控えめなチェック地が
気持ちを和らげます。

控えめなチェックで
清楚に好感度を高める
オーバーブラウス

人
気
商
品
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ル

オーバーブラウス
26390-5（ピンク）
¥19,500（税込¥21,450）
フレンドリーチェック
ポリエステル95％・キュプラ5％

名札ポケット付ホームクリーニング 生地厚

2

Aラインスカート（55cm丈）
56613-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

バックスタイル

Friendly
Check
フレンドリーチェック

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

高通気

オーバーブラウス
26390-5（ピンク）
¥19,500（税込¥21,450）
フレンドリーチェック
ポリエステル95％・キュプラ5％

名札ポケット付ホームクリーニング 生地厚

2

Aラインスカート（55cm丈）
56613-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

高通気

Friendly Check

フレンドリーチェック

ピンクのラインが入った、かわいら
しいチェック柄。薄く柔らかい素材
なので着心地も良く、通気性も抜群
です。さりげなく入ったラメが爽やか
さと高級感を演出。

Friendly Check

Pink

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地
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オ
フ
ィ
ス
フ
ル

Gray Beige Blue

Etoile Knit

エトワールニット
ボーダー調のニット素材。ベージュ、
ブルー、グレーの３色展開です。優れた
ストレッチ性があり、シワにもなりにくい
高通気素材です。

腕まわりが動かしやすく
ラクラク

Material Point

優れた伸縮性を持つニット素材を使用しているため、動きに合わせて伸縮。
軽作業からデスクワークまであらゆる動きに対応できます。ニットの特性でも
あるシワになりにくさもあり、お手入れもラクラク！

ストレッチ性のある素材で
動きやすい

袖とアームホールに改良を施し、腕の曲げ伸ばしや手を上げるような動きなど、
腕まわりのパフォーマンスを最大限発揮できるようにしました。

腕の動きを最大限に！
ストレスフリーアームを採用

吸汗・速乾でいつも爽やか
ニット特有の吸水性があり、汗をかいても素早く吸収し、拡散・乾燥します。
そのため、衣服内が蒸れて不快に感じることなく、常にドライで快適な状態に
保ち、爽やかな着心地をキープします。

1
2
3

優しい
肌あたり

吸汗
速乾

ストレス
フリー
アーム

優れた
ストレッチ

バックスタイル

Etoi le
Knit
エトワールニット

オーバーブラウス
26670-8（グレー）
¥14,800（税込¥16,280）
エトワールニット
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

4

吸汗・速乾ストレスフリーアーム

Aラインスカート（55cm丈）
56613-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

高通気

リボン
OP162-2（黒）
¥1,000（税込¥1,100）
ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

オーバーブラウス
26670-3（ブルー）
¥14,800（税込¥16,280）
エトワールニット
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

4

吸汗・速乾ストレスフリーアーム

スカート（55cm丈）
56610-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

高通気

リボン
OP162-2（黒）
¥1,000（税込¥1,100）
ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

オーバーブラウス
26670-7（ベージュ）
¥14,800（税込¥16,280）
エトワールニット
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

4

吸汗・速乾ストレスフリーアーム

スカート（55cm丈）
56610-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

高通気

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地
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バックスタイル
後ろ姿にはウエスト切替えの
ペプラム仕様を施し、スタイル
アップ効果が期待できます。

ハートネックが
大人かわいい癒し系
ハートをイメージした胸元のカットと
リボン風のポケットがフェミニンな
雰囲気を漂わせます。

人
気
商
品

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

Navy

白とネイビーの掛け合わせがフレッシュな
印象のシャークスキン素材。ブルーのラメ
が素材にマッチし、春夏らしい清涼感
をプラス。適度なハリと膨らみのある、
仕立て映えの良い素材です。

Twinkle Heart

トゥインクルハート

Navy

Twinkle Heart

Navy

Twinkle Heart

バックスタイル

ベスト
16520-1（紺）
¥18,800（税込¥20,680）
トゥインクルハート
ポリエステル88%
複合繊維（ポリエステル）9％
キュプラ3%

ホームクリーニング 生地厚

4

半袖シャツ
06165-4（ホワイト）
¥9,000（税込¥9,900）
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

スカーフ 
OP139-3（ブルー）
¥4,200（税込¥4,620）
ポリエステル100％

スカート（55cm丈）
56610-1（紺）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

上質感が漂う
フェミニンなシルエット

スクエアネックに施した太めの配色が、
顔まわりをすっきり見せます。
リボンブローチで大人の
かわいさを演出。

Twinkle
Heart
トゥインクルハート

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

オーバーブラウス
26520-1（紺）
¥17,800（税込¥19,580）
トゥインクルハート
ポリエステル88%
複合繊維（ポリエステル）9％
キュプラ3%

生地厚

4
ホームクリーニング

Aラインスカート（55cm丈）
56613-1（紺）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

ブローチ
OP165-3（ブルー）
¥4,800（税込¥5,280）
ポリエステル100%

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地
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ドライタッチな質感＆
軽やかで夏も爽やか
素材の清涼感と襟腰の低さが、
暑い夏でも涼しく快適に過ごせます。

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

Black

黒のベース生地に、コントラストのある白
の織り地を大胆に活かした、華やかな
チェック。

Graphical Check

グラフィカルチェック

オーバーブラウス
26145-2（黒）
¥13,800（税込¥15,180）
グラフィカルチェック
ポリエステル80％
トリアセテート20％

生地厚ホームクリーニング

セミフレアースカート（50cm丈）
56153-2（黒）
¥12,200（税込¥13,420）
サマートロピカル
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 2WAYストレッチ 右脇ポケット付 生地厚

エコ素材

バックスタイル
バックスタイル

Graphical
Check
グラフィカルチェック

高通気

ベスト
16140-2（黒）
¥16,000（税込¥17,600）
グラフィカルチェック
ポリエステル80％
トリアセテート20％

ホームクリーニング 背ベルト付 エコ素材 生地厚

スカート（55cm丈）
56150-2（黒）
¥12,200（税込¥13,420）
サマートロピカル
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 2WAYストレッチ 両脇ポケット付

すべり止めテープ付 生地厚3段カン

半袖ブラウス
06073-4（ホワイト）
¥10,000（税込¥11,000）
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 エコ素材高通気

オーバーブラウス
26140-2（黒）
¥14,800（税込¥16,280）
グラフィカルチェック
ポリエステル80％
トリアセテート20％

生地厚ホームクリーニング

マーメイドスカート（55cm丈）
56152-2（黒）
¥12,200（税込¥13,420）
サマートロピカル
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 2WAYストレッチ 右脇ポケット付

すべり止めテープ付 生地厚

エコ素材

3段カン

高通気

ソアロン®は適切に管理された
森林資源を原料にしており、
森林伐採を抑制する仕組み
に取り組んでいます。

の特徴

ソアロン®は三菱ケミカルのトリアセテート素材です。
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きちんとした
印象を与える、
首元すっきりの
フラットカラータイプ
襟腰は低く、首元は広めの
ラウンドネック型にすることで、
夏でも涼しさを感じさせます。

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

トリクシオン®は帝人フロンティア株式会社の素材です。Black

バックスタイル

黒ベースにピンクと白の
チェック。柄は小さな花と周り
を飛ぶ蝶をイメージしています。

Garden Check

ガーデンチェック

Black 

帝人フロンティア株式会社の
トリクシオン®という素材を使用。
ハリのあるさらりとした質感だか
ら夏でも快適。縦横ともに伸縮性
のある2WAYストレッチを施す
ことで、動きやすく着心地も抜群。

Summer Tropical

サマートロピカル

Garden
Check
ガーデンチェック

Gelato  
Check
ジェラートチェック

バックスタイルバックスタイル

BlackBlueBlue

ふくらみのある組織で上質な印象
を醸し出すチェック柄。ブルー
とピンクの優しい色合いと、黒
ベースのきちんと感のある色合
いの２色展開です。防透けの糸
を使用し、薄手の素材ですが透け
にくくなっています。

Gelato Check 

ジェラートチェック

マーメイドスカート（55cm丈）
56152-2（黒）
¥12,200（税込¥13,420）
サマートロピカル
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 2WAYストレッチ 右脇ポケット付

すべり止めテープ付 生地厚

オーバーブラウス＜リボン付＞
26255-2（黒）
¥15,200（税込¥16,720）
ガーデンチェック
ポリエステル80％・綿20％

ホームクリーニング 生地厚

3段カン

高通気

ホームクリーニング 生地厚

2
名札ポケット付 防透

Aラインスカート（55cm丈）
56613-1（紺）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

オーバーブラウス
26650-3（ブルー）
¥19,800（税込¥21,780）
ジェラートチェック
ポリエステル100％

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

ラウンドカラーですっきり見せる
大人のチェック柄

Aラインスカート（55cm丈）
56613-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

ホームクリーニング 生地厚

2
名札ポケット付 防透

オーバーブラウス
26650-2（黒）
¥19,800（税込¥21,780）
ジェラートチェック
ポリエステル100％

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地



かわいさと軽快さを
兼ね備えたリボン襟が
上品な印象

Black

新吸汗速乾ポリエステル繊維のカルキュ
ロ®の採用でドライな肌触り。耐久性にも
優れ、洗濯回数の多い夏に最適です。

Bright Check

ブライトチェック

高機能の秘密は深い溝を
有する不定型断面形状
◯吸汗・速乾性：
　従来品対比2倍（当社比）
◯吸汗性能における洗濯耐久性：
　従来品2倍以上（当社比）
◯ベトツキ感少なくドライタッチ
◯軽量感
カルキュロ®は帝人フロンティア株式会社の素材です。

新吸汗速乾ポリエステル繊維

バックスタイル
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オ
フ
ィ
ス
フ
ル

バックスタイル

ギンガムチェックで
かわいらしく上品に
UVカットや吸汗速乾性など
軽くて涼しい快適素材を使用しました。

取り外し可能なリボン

首元のリボンはボタンで取り
外し可能。リボンを外して
すっきりシンプルに着ていた
だけます。
すっきりシンプルに着ていたすっきりシンプルに着ていた
だけます。だけます。

Black

凹凸感のある組織をベースにした、シン
プルなギンガムチェック。吸汗速乾とUV
カットの機能があり、軽く涼しい素材です。

Monotone
Gingham Check

モノトーンギンガムチェック

Black

onotone

Bright
Check
ブライトチェック

Monotone
Gingham
Check
モノトーンギンガムチェック

生地厚

オーバーブラウス
26230-2（黒）
¥14,800（税込¥16,280）
ブライトチェック
ポリエステル100％

ホームクリーニング

スカート（55cm丈）
56610-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

高通気

オーバーブラウス＜リボン付＞
26450-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
モノトーンギンガムチェック
ポリエステル100％

ホームクリーニング UVカット 生地厚

Aラインスカート（55cm丈）
56613-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

吸汗・速乾

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地



オ
フ
ィ
ス
フ
ル
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人
気
商
品

Waffle Check

ワッフルチェック
優しいベージュと水色の配色が新鮮な
チェック柄。凹凸感と程よい膨らみのある
高通気素材で、汗をかいてもべたつかず、
さらっとした肌あたりが特徴です。

Waffle CheckWaffle Check

Beige

オーバーブラウス
26660-7（ベージュ）
¥21,500（税込¥23,650）
ワッフルチェック
ポリエステル85％
再生ポリエステル15％

エコ素材 防透ホームクリーニング 生地厚

Aラインスカート（55cm丈）
56613-1（紺）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

ブローチ
OP161-1（紺）
¥3,000（税込¥3,300）
ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

オーバーブラウス
26660-7（ベージュ）
¥21,500（税込¥23,650）
ワッフルチェック
ポリエステル85％
再生ポリエステル15％

エコ素材 防透ホームクリーニング

生地厚

Aラインスカート（55cm丈）
56613-1（紺）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

バックスタイル
背中にはネイビーのリボンを
施し、ポイントにしました。

Ensemble Project
アンサンブルプロジェクト

1着購入で を寄付￥100

洗練された
ベージュチェックが
上品な大人の
オフィススタイル
ベージュ×ブルーのチェックが新鮮。
上品ですっきりとしたスクエアネックに
リボンブローチで華やかさをプラス。
 

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

高通気

Waf f  le
Check
ワッフルチェック

高通気

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地



信頼感を伝える
知的でスマートな
ベストコーデ
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オ
フ
ィ
ス
フ
ル

ラップキュロット（55cm丈）
76615-1（紺）
¥17,800（税込¥19,580）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

オーバーブラウス
26665-7（ベージュ）
¥19,800（税込¥21,780）
ワッフルチェック
ポリエステル85％
再生ポリエステル15％

エコ素材 防透ホームクリーニング

生地厚

ストレスフリーアーム

バックスタイル

ポケット

タック入りポケットで、物を
たくさん入れても外側に響
きにくく、優しさを感じさせる
デザインに。

Ensemble Project
アンサンブルプロジェクト

1着購入で を寄付￥100

ストレスフリーの着心地と
夏にぴったりの爽やかさ
袖まわりのパターン改良で
動きやすさも抜群。
高通気素材の使用で夏も涼やかに。

袖まわりのパターンを改良し腕の上げ下げ
曲げ伸ばしのしやすい仕様になっています。

ストレスフリーアーム

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

高通気

ベスト
16660-7（ベージュ）
¥19,800（税込¥21,780）
ワッフルチェック
ポリエステル85％
再生ポリエステル15％

エコ素材 防透ホームクリーニング

生地厚

スカート（55cm丈）
56610-1（紺）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

半袖シャツ
06215-4（ホワイト）
¥8,200（税込¥9,020）
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

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

高通気

バックスタイル

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地



64 65

人
気
商
品

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

NavyNavy

Marine Border

マリンボーダー
白ベースにネイビーのマリンカラー
のボーダー。ボーダーのピッチを狭く
し、横糸にラメを施すことで、上品さ
の中にも華やかさをプラスしました。
程よいハリがあり、アウターの仕立て
映えも良い素材です。

爽やかなボーダー柄で
信頼感をアピール
すっきりしたスクエアネックに
ネイビーの配色がクリーンなイメージ。
フラワーモチーフのボタンが品良くかわいい。

Marine
Border
マリンボーダー

バックスタイル

フレアースカート（53cm丈）
56154-1（紺）
¥12,800（税込¥14,080）
サマートロピカル
ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

2WAYストレッチ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

生地厚

サマージャケット
86415-1（紺）
¥21,000（税込¥23,100）
マリンボーダー
ポリエステル79％・毛20％
アセテート1％

ホームクリーニング 名札ポケット付 生地厚

3
高通気

高通気

フレアースカート（53cm丈）
56154-1（紺）
¥12,800（税込¥14,080）
サマートロピカル
ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

2WAYストレッチ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

生地厚

サマージャケット
86415-1（紺）
¥21,000（税込¥23,100）
マリンボーダー
ポリエステル79％・毛20％
アセテート1％

ホームクリーニング 名札ポケット付 生地厚

3
高通気

高通気



上品なおもてなしスタイル
“プルオーバートップス” 人

気
商
品

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

66 67

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。

プルオーバートップス
46410-1（紺）
¥22,000（税込¥24,200）
マリンボーダー
ポリエステル79％・毛20％
アセテート1％

ホームクリーニング 名札ポケット付 生地厚

3

フレアースカート（53cm丈）
56154-1（紺）
¥12,800（税込¥14,080）
サマートロピカル
ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

2WAYストレッチ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

生地厚

ブローチ 
OP126-1（紺）
¥1,600（税込¥1,760）
ポリエステル100％

高通気

高通気

清涼裏地

ベスト
16410-1（紺）
¥20,500（税込¥22,550）
マリンボーダー
ポリエステル79％・毛20％・
アセテート1％

ホームクリーニング 名札ポケット付 生地厚

3

半袖ブラウス＜リボン付＞
06170-4（ホワイト）
¥8,000（税込¥8,800）
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

マーメイドスカート（55cm丈）
56152-1（紺）
¥12,200（税込¥13,420）
サマートロピカル
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 2WAYストレッチ 右脇ポケット付 すべり止めテープ付

生地厚3段カン

高通気

高通気

バックスタイル



旬度の高いグレーの
コーデにリボンブラウスで
大人の甘さをプラス

ホームクリーニング UVカット防透 吸汗・速乾

半袖ブラウス＜リボン付＞
06170-4（ホワイト）
¥8,000（税込¥8,800）
マシュマロカルゼ
ポリエステル100％

生地厚

4

ホームクリーニング 防透 UVカット

ベスト
16700-8（グレー）
¥18,000（税込¥19,800）
フェミニンツイード
ポリエステル100％

防透右脇ポケット付ストレッチ

生地厚

4

UVカット

ホームクリーニング

フレアースカート（53cm丈）
56704-8（グレー）
¥13,800（税込¥15,180）
フェミニンツイード
ポリエステル100％

すべり止めテープ付 らくらくカン

接触冷感

接触冷感

68 69

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

親しみやすさを届ける
上品なセットアップスタイル
ポケットのリボンモチーフや袖山のタックが
可憐な印象のオーバーブラウス。
大容量ポケットで、持ち物が多い職種にもおすすめ。

Feminine
Tweed
フェミニンツイード

Feminine Tweed

フェミニンツイード
ほのかに感じるピンクが、やわらかく女性
らしい印象を醸し出す、ツイード調の素材。
夏らしくかがやくラメを使用し、爽やかな
印象に仕上げました。UVカットと接触冷感、
ナチュラルストレッチと軽い着心地が魅力
の優秀素材です。

Feminine Tweed

Gray

Feminine Tweed

バックスタイル

バックスタイル

防透右脇ポケット付ストレッチ

生地厚

4

UVカット

ホームクリーニング

フレアースカート（53cm丈）
56704-8（グレー）
¥13,800（税込¥15,180）
フェミニンツイード
ポリエステル100％

ホームクリーニング ストレッチ 防透 UVカット

生地厚

4

オーバーブラウス
26700-8（グレー）
¥19,000（税込¥20,900）
フェミニンツイード
ポリエステル100％

すべり止めテープ付 らくらくカン

接触冷感

接触冷感



オフィスでの洗練された
おもてなしスタイル

ジャケットライクに使える
フレアスリーブのソフトジャケットに
スカーフを合わせた
華やかなおもてなしスタイル。

生地厚

4

ホームクリーニング ストレッチ 防透 UVカット

ソフトジャケット
26705-8（グレー）
¥21,000（税込¥23,100）
フェミニンツイード
ポリエステル100％

ブローチ
OP165-5（ピンク）
¥4,800（税込¥5,280）
ポリエステル100%

防透右脇ポケット付ストレッチ

生地厚

4

UVカット

ホームクリーニング

フレアースカート（53cm丈）
56704-8（グレー）
¥13,800（税込¥15,180）
フェミニンツイード
ポリエステル100％

すべり止めテープ付 らくらくカン

接触冷感

接触冷感
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オ
フ
ィ
ス
フ
ル

生地厚

4

ホームクリーニング ストレッチ 防透 UVカット

プルオーバートップス
46700-8（グレー）
¥18,800（税込¥20,680）
フェミニンツイード
ポリエステル100％

Aラインスカート（55cm丈）
56613-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

ウエストポーチ 
OP146-2（黒）
¥4,000（税込¥4,400）
ナイロン100%

接触冷感

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

バックスタイル

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地



Gray
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オ
フ
ィ
ス
フ
ルバックスタイル

首元のリボンは取り外し
可能。リボンを外してすっ
きりシンプルに着ていただ
けます。

取り外し可能なリボン

Gray

Sugary
Check
シュガリーチェック

襟元のリボンがフェミニン
涼しげなオーバーブラウス

職場の雰囲気に合わせてお選びいただける3色展開。
取り外し可能なリボンもセットのオーバーブラウス。

オーバーブラウス
26710-5（ピンク）

¥13,900（税込¥15,290）

オーバーブラウス
26710-7（ベージュ）

¥13,900（税込¥15,290）

Pink Beige

Sugary Check

シュガリーチェック
ふくらみのある組織が印象的な
チェック柄。大人のかわいらしさを
演出するピンク・優しい色合いで
顔なじみの良いベージュ・すっきり
とした爽やかな印象のグレーの
3色展開です。吸汗速乾機能を
持つ優秀素材です。

Overblouse

生地厚

2
ホームクリーニング 吸汗・速乾

オーバーブラウス
26710-8（グレー）
¥13,900（税込¥15,290）
シュガリーチェック
ポリエステル100％

スカート（55cm丈）
56610-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地



素材で涼しさを
デザインでかわいく決める

取り外し可能なリボン
首元のリボンは取り外し可能。
リボンを外してすっきりシンプル
に着ていただけます。

バックスタイル

ドライで爽やかな
着心地

74 75

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

Black

Pink

Marble Check

マーブルチェック
アシンメトリーのチェック柄は、黒と
ピンクの2色展開。適度なハリコシが
あるので仕立て映えがよく、シワが入り
にくいのも特徴です。東レ株式会社
のスプリンジー®の透け防止、UV
カット効果のある糸を使っており、透け
にくくて安心。

Marble
Check
マーブルチェック

Material Point

ＵＶカット性に優れた、女性に
うれしい機能性を発揮。
突然の外出でも日焼けからお肌を
守る効果が期待できます。

UVカットで真夏も怖くない

汗を素早く吸収し、乾燥させる吸汗・速乾性に優れた
糸を使用。衣服内が蒸れて不快に感じることなく、常
にドライで快適な状態に保ち、爽やかな着心地を
キープします。生地厚も1と一番薄手で涼しく、暑い
夏でも快適に過ごせます。

吸汗・速乾でいつでも爽やか

透け防止素材だから安心
重ね着したくない暑い季節でも、
インナーが透けにくい糸を使用しているので安心です。

1

2

3

吸汗
速乾

透け
防止

生地厚
最薄

UVカット

+ドライな肌触り

オーバーブラウス〈リボン付〉
26530-2（黒）
¥14,800（税込¥16,280）
マーブルチェック
ポリエステル100％

ホームクリーニング

生地厚

1

防透 吸汗・速乾

Aラインスカート（55cm丈）
56613-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

高通気

UVカット

Aラインスカート（55cm丈）
56613-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

オーバーブラウス〈リボン付〉
26530-5（ピンク）
¥14,800（税込¥16,280）
マーブルチェック
ポリエステル100％

ホームクリーニング

生地厚

1

防透 吸汗・速乾

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

高通気

UVカット

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地



バックスタイルNavyPink

かわいらしい小柄チェック。ナチュラルストレッチ入りで
動きやすく、肌あたりの良い素材感。

Floral Check

フローラルチェック

オーバーブラウス
26350-1（紺）
¥16,000（税込¥17,600）
フローラルチェック
ポリエステル70％・レーヨン15％
ナイロン15％

ホームクリーニング 生地厚

4

ラップキュロット（51cm丈）
76155-1（紺）
¥15,000（税込¥16,500）
サマートロピカル
ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

生地厚

1

2WAYストレッチホームクリーニング 右脇ポケット付

オーバーブラウス
26350-5（ピンク）
¥16,000（税込¥17,600）
フローラルチェック
ポリエステル70％・レーヨン15％・ナイロン15％

ホームクリーニング 生地厚

4

セミフレアースカート（50cm丈）
56153-2（黒）
¥12,200（税込¥13,420）
サマートロピカル
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 2WAYストレッチ 右脇ポケット付

生地厚

リボンモチーフの襟が
大人のかわいさを演出

76 77

ハリ感と通気性が魅力
小花チェックの夏素材
襟元のリボン風タックでかわいさを表現。
黒の配色で可憐さをほどよく引き締めました。

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

Pink

ハリとコシのある凸凹素材。速乾性が
高く、洗濯後のアイロンは不要。

Flower Check

フラワーチェック

バックスタイル

オーバーブラウス
26190-5（ピンク）
¥14,800（税込¥16,280）
フラワーチェック
再生ポリエステル70％
ポリエステル30％

ホームクリーニング 生地厚エコ素材

スカート（55cm丈）
56610-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

Flower
Check
フラワーチェック

Floral
Check

フローラルチェック

高通気
高通気

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地



78 79

明るく夏らしいカラーが
オフィスを爽やかに演出
パフスリーブ、ラウンドした前裾など
やさしげなデザインで誠実さを伝えます。
ふくらみのある素材感で品良く。

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

オ
フ
ィ
フ
ィ
フ
ス
フ
ルBlack

シャープな印象の中にも甘さを感じさせる、
明るい白地をベースに黒地を織り込んだ
チェック。

Fancy Dobby

ファンシードビー

バックスタイル

オーバーブラウス
26110-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
ファンシードビー
ポリエステル85％・綿15％

生地厚ホームクリーニング

リボン
OP95-2（黒） 
¥1,500（税込¥1,650）
ポリエステル70％・毛29％
ポリウレタン1％

Aラインスカート（55cm丈）
56613-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

オーバーブラウス
26110-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
ファンシードビー
ポリエステル85％・綿15％

Aラインスカート（55cm丈）
56613-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

生地厚ホームクリーニング

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

Fancy
Dobby
ファンシードビー

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地



オフィスの室温や
シーンに合わせて
活躍する
長袖オーバーブラウス

80 81

幅広い年代に愛される
好印象ベストスタイル

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

バックスタイル
バックル付きで、ウエストをお好み
で調節していただけます。

ベスト
16110-2（黒）
¥16,000（税込¥17,600）
ファンシードビー
ポリエステル85％・綿15％

ホームクリーニング 背ベルト付 生地厚

半袖ブラウス
06073-4（ホワイト）
¥10,000（税込¥11,000）
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

ラップキュロット（55cm丈）
76615-2（黒）
¥17,800（税込¥19,580）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

バックスタイル

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

長袖オーバーブラウス
26115-2（黒）
¥16,000（税込¥17,600）
ファンシードビー
ポリエステル85％・綿15％

生地厚ホームクリーニング

リボン
OP95-2（黒） 
¥1,500（税込¥1,650）
ポリエステル70％・毛29％
ポリウレタン1％

Aラインスカート（55cm丈）
56613-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地

オールシーズン

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地
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Candy
Border
キャンディボーダー

温かく華やかな印象が
訪れる方の安心感に
大きめのポケットを採用した他、
吸汗速乾性や高通気、形態安定性を備えた、
機能性オーバーブラウス。

バックスタイル

PinkPink

Candy Border

キャンディボーダー
ポコポコとした凹凸感が愛らしさを
感じさせる、軽くて肌あたりの良い
ニット素材。伸縮性に優れ動き
やすいだけでなく、吸汗速乾性、
高通気、形態安定性など機能面
も充実。

Fairy
Check

フェアリーチェック

ピンクとグレーの
チェックが

親しみを感じさせて

Pink Gray

白ベースにピンクとグレーの優しい色味のチェック柄。
ピンクのラメがほんのりかがやき、ぐんとかわいらしい印象に。
吸汗速乾で、肌あたりが良く軽くて涼しい優秀素材です。

Fairy Check

フェアリーチェック

吸汗・速乾

オーバーブラウス＜リボン付＞
26440-5（ピンク）
¥18,500（税込¥20,350）
フェアリーチェック
ポリエステル100％

名札ポケット付ホームクリーニング 生地厚

2

フレアースカート（53cm丈）
56304-2（黒）
¥12,200（税込¥13,420）
ファインカルゼ
ポリエステル55％
複合繊維（ポリエステル）45％

2WAYストレッチホームクリーニング

すべり止めテープ付 らくらくカン 生地厚

2

右脇ポケット付 清涼裏地

高通気

オーバーブラウス＜リボン付＞
26440-8（グレー）
¥18,500（税込¥20,350）
フェアリーチェック
ポリエステル100％

名札ポケット付ホームクリーニング

フレアースカート（53cm丈）
56304-2（黒）
¥12,200（税込¥13,420）
ファインカルゼ
ポリエステル55％
複合繊維（ポリエステル）45％

2WAYストレッチホームクリーニング

すべり止めテープ付 らくらくカン 生地厚

2

右脇ポケット付 清涼裏地

生地厚

2
吸汗・速乾

高通気

オーバーブラウス〈リボン付〉
26500-5（ピンク）
¥15,900（税込¥17,490）
キャンディボーダー
ポリエステル100％

2WAYストレッチホームクリーニング 名札ポケット付

セミフレアースカート（50cm丈）
56153-2（黒）
¥12,200（税込¥13,420）
サマートロピカル
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 2WAYストレッチ 右脇ポケット付

生地厚

吸汗・速乾

生地厚

2
高通気

高通気
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黒のテープを挟み込んだ
背ベルトが、シャープな印象。

バックスタイル

背中のリボンにもポケット
と同じテープを施し統一
感を持たせました。

バックスタイル

サマージャケット＜ブローチ付＞
86370-7（ベージュ）
¥21,000（税込¥23,100）
ミルクティーツイード
ポリエステル85％・毛8％・レーヨン7％

名札ポケット付ホームクリーニング 生地厚

4

フレアースカート（53cm丈）
56304-2（黒）
¥12,200（税込¥13,420）
ファインカルゼ
ポリエステル55％
複合繊維（ポリエステル）45％

2WAYストレッチホームクリーニング

すべり止めテープ付 らくらくカン 生地厚

2

右脇ポケット付 清涼裏地

バックスタイル

優しい色味のベージュと
大人かわいいディテール
やわらかで品の良いベージュの
チェック柄を使用した
かわいらしさ溢れるシリーズ。

やわらかい色合いに
ボーダーのテープが
シャープな印象をプラス

Milktea
Tweed
ミルクティーツイード

Milktea
Check
ミルクティーチェック

背中のリボンにもポケット
と同じテープを施し統一

Milktea Tweed

ミルクティーツイード
優しいベージュと白をミックスした
ツイード素材。ハリと凹凸感があり
高級感は抜群です。美しいシル
エットをキープしてくれる効果も。

Beige

背ベルトが、シャープな印象。

Milktea Check

ミルクティーチェック
メッシュ素材が軽やかな快適素材。
ミルクティーカラーと明るいチェック
が安心と親しみを感じさせます。

Beige

高通気

ベスト
16370-7（ベージュ）
¥19,800（税込¥21,780）
ミルクティーツイード
ポリエステル85％・毛8％・レーヨン7％

名札ポケット付ホームクリーニング 生地厚

4

マーメイドスカート（55cm丈）
56302-2（黒）
¥12,200（税込¥13,420）
ファインカルゼ
ポリエステル55％
複合繊維（ポリエステル）45％

2WAYストレッチホームクリーニング

すべり止めテープ付 らくらくカン 生地厚

2

右脇ポケット付 清涼裏地

エコ素材

半袖ブラウス＜リボン付＞
06130-4（ホワイト）
¥9,500（税込¥10,450）
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 吸汗・速乾

清涼裏地

高通気

フレアースカート（53cm丈）
56304-2（黒）
¥12,200（税込¥13,420）
ファインカルゼ
ポリエステル55％
複合繊維（ポリエステル）45％

2WAYストレッチホームクリーニング

すべり止めテープ付 らくらくカン 生地厚

2

右脇ポケット付 清涼裏地

オーバーブラウス
26380-7（ベージュ）
¥21,000（税込¥23,100）
ミルクティーチェック
ポリエステル70％・アクリル13％
毛11％・ナイロン6％

名札ポケット付ホームクリーニング

生地厚

3

防透

高通気

高通気
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Milky
Check

ミルキーチェック

半袖ブラウス
06073-4（ホワイト）
¥10,000（税込¥11,000）
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

Milky Check

ミルキーチェック
凹凸感のある表面の素材と
ピンクのラメが上質感を演出。
透け防止の糸を使用しており
白ベースでも安心。

White

オーバーブラウス
26360-4（ホワイト）
¥18,800（税込¥20,680）
ミルキーチェック
ポリエステル80％・毛19％・キュプラ1％

ホームクリーニング 名札ポケット付 生地厚

3
防透

Aラインスカート（55cm丈）
56613-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

バックスタイルバックスタイル

上品なモノトーンチェックに
ラメで高級感を演出

Pearl
Check
パールチェック

Pearl Check

パールチェック
白のベースにラメが高級感を演
出する上品なチェック柄。表面の
凹凸によってベトつかず、サラッ
とした着心地が続きます。

Black

高通気

ラップキュロット（55cm丈）
76615-2（黒）
¥17,800（税込¥19,580）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

ベスト
16360-4（ホワイト）
¥19,800（税込¥21,780）
ミルキーチェック
ポリエステル80％
毛19％・キュプラ1％

ホームクリーニング 機能ポケット付 名札ポケット付

生地厚

3

清涼裏地

防透

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

高通気

セミフレアースカート（50cm丈）
56153-2（黒）
¥12,200（税込¥13,420）
サマートロピカル
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 2WAYストレッチ 右脇ポケット付

生地厚

半袖シャツ
06135-4（ホワイト）
¥9,500（税込¥10,450）
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 吸汗・速乾

ベスト
16320-2（黒）
¥19,800（税込¥21,780）
パールチェック
ポリエステル75％・毛20％
キュプラ5％

清涼裏地

ホームクリーニング 機能ポケット付 名札ポケット付

生地厚

3
防透

高通気

バックスタイル

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地



Asymmetry
Check
アシンメトリーチェック

ホワイト×ブルーのチェックが
清潔感を高めて

袖に丸みのあるくり抜きを
施すことでかわいらしさと
涼感が加わりました。

袖口の涼感をプラス

『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。

ナノトレンドダイヤモンド®

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.

オーバーブラウス／26240-4消臭・抗菌機能を
発揮する衛生素材

Asymmetry Check

アシンメトリーチェック

ハリとコシがあり、通気性に優れた
ベタつかない涼感素材が魅力。

Blue NavyNavy

ベスト
11740-3（ブルー）
¥20,800（税込¥22,880）
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）
¥13,500（税込¥14,850）
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）
¥8,800（税込¥9,680）
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

バックスタイル

誠実さを感じさせる
ネイビーが好印象のベスト
爽やかなサックスのチェック柄に
シルバーを効かせたボタンがエレガント。
女性らしい上品さが漂うベストです。

Happiness
Check
ハピネスチェック

Happiness Check

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。落ち着きのあるネイビー
ベースにサックスのチェック柄で
爽やかな印象を与えます。

Tweed Knit

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。ニット特有のやわらかさ
を保ちながらも適度なハリで仕立て
映えのする優秀素材です。
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オーバーブラウス
26240-4（ホワイト）
¥18,200（税込¥20,020）
アシンメトリーチェック
［ナノ トレンド ダイヤモンドⓇ 消臭・抗菌加工］
ポリエステル100％

ホームクリーニング 名札ポケット付 生地厚消臭・抗菌加工

Aラインスカート（55cm丈）
56613-1（紺）
¥14,500（税込¥15,950）
エコトロピカル
再生ポリエステル60％
複合繊維（ポリエステル）40％

アンサンブルプロジェクト
対象商品

1着購入で￥100を寄付

ホームクリーニング 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー

生地厚

1
エコ素材 高通気清涼裏地



バックスタイル

機能ポケット

便利な機能ポケットで
着る人にも優しい癒し系ベスト
優しいカラーリングのベストと、
柔らかなシルエットのスカートが品の良さを演出。

Princess
Check
プリンセスチェック

フレアースカート（53cm丈） 
51643-2（黒）
¥14,000（税込¥15,400）
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）
¥20,800（税込¥22,880）
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）
¥9,800（税込¥10,780）
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

リボン
OP121-5（ピンク）
¥4,500（税込¥4,950）
ポリエステル100％

オールシーズン

オールシーズン

吸汗・速乾

White

Princess Check

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。やわらかくて軽い
素材感で、優しい雰囲気を醸し
出します。

ピンクのラインがほんのり甘い
チェック柄。やわらかくて軽い
素材感で、優しい雰囲気を醸し

Black

Stretch Amunzen

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。

White

ピンクのラインがほんのり甘いピンクのラインがほんのり甘い
チェック柄。やわらかくて軽いチェック柄。やわらかくて軽い
素材感で、優しい雰囲気を醸し素材感で、優しい雰囲気を醸し
出します。出します。

White
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落ち着きのあるデザインや柄で
信頼感をアピール

防臭・抗菌加工で
はたらく女性をサポート All Season
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PinkPinkPinkPink

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。

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

バックスタイル バックスタイル

Pansy
Check

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。
華やかなピンクは優し
さを演出します。

Heartful
Check

ハートフルチェック

ふくらみのある表面
感にグレンチェックを
切った素材。ピンクで
優しさを表現。

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

ベスト
11480-5（ピンク）
¥19,800（税込¥21,780）
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％

ホームクリーニング

長袖ブラウス＜リボン付＞
01060-5（ピンク）
¥7,200（税込¥7,920）
ドビーストライプ
ポリエステル85％・綿15％

スカート（55cm丈）
51410-2（黒）
¥12,500（税込¥13,750）
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

フレアースカート（53cm丈)
51412-2（黒）
¥13,500（税込¥14,850）
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）
¥9,800（税込¥10,780）
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

ベスト
11530-5（ピンク）
¥20,800（税込¥22,880）
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

エコ素材 吸汗・速乾

Pansy Check パンジーチェック Heartful Check ハートフルチェック

ベスト／11480-5
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Longsleeve
Overblouse

L INE
UP

き
ち
ん
と
感
が
あ
っ
て
、
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る

長
袖
オ
ー
バ
ー
ブ
ラ
ウ
ス 長袖オーバーブラウス

26602-1（紺）
¥21,000（税込¥23,100）

カタログP38掲載

長袖オーバーブラウス〈リボン付〉
26505-2（黒）

¥19,000（税込¥20,900）

ソフトジャケット
21940-3（ブルー）

¥26,800（税込¥29,480）

長袖オーバーブラウス〈リボン付〉
21900-2（黒）

¥19,800（税込¥21,780）

長袖オーバーブラウス〈リボン付〉
21010-1（紺）

¥19,800（税込¥21,780）

長袖オーバーブラウス〈リボン付〉
21010-7（ベージュ）

¥19,800（税込¥21,780）

長袖オーバーブラウス
21000-8（グレー）

¥20,800（税込¥22,880）

長袖オーバーブラウス〈リボン付〉
21005-8（グレー）

¥19,800（税込¥21,780）

ソフトジャケット
81740-3（ブルー）

¥25,800（税込¥28,380）

ソフトジャケット
21940-7（ブラウン）

¥26,800（税込¥29,480）

Lo
n

gsle
e

ve
O

ve
rb

lo
u

se

長袖オーバーブラウス

長袖オーバーブラウス
26115-2(黒)

¥16,000（税込¥17,600）
カタログP80掲載

Shadow Border Candy Border

Tweed Chidori Knit Happiness Check

Fancy Dobby

Trad Check Trad Check

Warm Check Warm CheckWarm Check Warm Check

カタログP47掲載

All Season

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

ホームクリーニング

長袖オーバーブラウス
26602-1（紺）
¥21,000（税込¥23,100）
シャドーボーダー
複合繊維（ポリエステル）78％
トリアセテート22％

2WAYストレッチ エコ素材

吸汗・速乾 接触冷感 生地厚

3

オールシーズン



Flexible Sergeフレキシブルサージ

女性の「美しい」を
創り出す

スタイルをよく見せる美しいシルエット。

動きを妨げない、程良いフィット感。

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。

All Season

オ
フ
ィ
ス
フ
ル
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ジャケット
81410-1（紺）
¥29,500（税込¥32,450）
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）
¥7,200（税込¥7,920）
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）
¥17,000（税込¥18,700）
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 
OP88-2（黒）
¥6,500（税込¥7,150）
シルク100％

吸汗・速乾

オールシーズン

生地厚

3

ジャケット
81416-2（黒）
¥29,800（税込¥32,780）
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 名札ポケット付

フレアースカート（53cm丈）
51412-2（黒）
¥13,500（税込¥14,850）
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

七分袖カットソー
01150-4（ホワイト）
¥7,800（税込¥8,580）
ストレッチスムース
ポリエステル100％

吸汗・速乾

ブローチ
OP164-6（レッド）
¥4,500（税込¥4,950）
ポリエステル100%

ドライクリーニング オールシーズン



立体感のある
シルエットで
オフィスワークも快適

All Season

オ
フ
ィ
ス
フ
ル
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ラップキュロット（51cm丈）
71415-1（紺）
¥14,800（税込¥16,280）
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

ベスト
11410-1（紺）
¥16,000（税込¥17,600）
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
01073-4（ホワイト）
¥10,500（税込¥11,550）
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

七分袖カットソー
01150-4（ホワイト）
¥7,800（税込¥8,580）
ストレッチスムース
ポリエステル100％

吸汗・速乾

ブローチ
OP164-3（ブルー）
¥4,500（税込¥4,950）
ポリエステル100%

マーメイドスカート（50cm丈）
51413-1（紺）
¥13,500（税込¥14,850）
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

生地厚

3

ジャケット
81416-1（紺）
¥29,800（税込¥32,780）
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 名札ポケット付ドライクリーニング オールシーズン

右脇ポケット付
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All Season

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

ラップキュロット（51cm丈）
71415-2（黒）
¥14,800（税込¥16,280）
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

ベスト
11415-2（黒）
¥16,500（税込¥18,150）
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

長袖シャツ
01135-4（ホワイト）
¥9,800（税込¥10,780）
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

右脇ポケット付

ベスト
11430-16（ワイン）
¥19,800（税込¥21,780）
スラブチェック
ポリエステル52％・レーヨン34％・毛14％

ホームクリーニング オールシーズン 生地厚

マーメイドスカート（50cm丈）
51413-2（黒）
¥13,500（税込¥14,850）
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 2WAYストレッチ

エコ素材

長袖ブラウス
01070-4（ホワイト）
¥10,500（税込¥11,550）
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

ざっくりとしたスラブ糸で織り上げた、
ニュアンスのあるツイード調の素材。

Slub Check

スラブチェック

Slub Check

Wine

ベスト
11410-2（黒）
¥16,000（税込¥17,600）
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 背ベルト付 生地厚

長袖シャツ
01100-4（ホワイト）
¥9,800（税込¥10,780）
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

マーメイドスカート（55cm丈）
51415-2（黒）
¥12,500（税込¥13,750）
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

リボン
OP152-6（レッド）
¥4,600（税込¥5,060）
ポリエステル100％

体のラインに沿って美しい
シルエットを作り出します。

バックスタイル

すっきりと美しい
ブラックコーデ
シルエットの美しさが際立つ
ブラックにスカーフを合わせて
エレガントに。

ブーツカットパンツ
71412-2（黒）
¥17,000（税込¥18,700）
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

ジャケット
81410-2（黒）
¥29,500（税込¥32,450）
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

七分袖カットソー
01150-4（ホワイト）
¥7,800（税込¥8,580）
ストレッチスムース
ポリエステル100％

スカーフ
OP99-8（グレー）
¥4,800（税込¥5,280）
ポリエステル100%

吸汗・速乾

オールシーズン

背ベルトはバックル付き
なのでウエストのサイズ
の調節ができます。

背ベルトは柄の配色のリボ
ンのデザインで、後姿まで
かわいく仕上げました。

背ベルトはリボンのデザイン
で、後姿まですっきりかわ
いく仕上げました。

バックスタイルバックスタイル バックスタイル



100 101

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！

ボックススカート
（53cm丈）

51414-1（紺）
¥13,500

（税込¥14,850）

ブーツカットパンツ
71412-1（紺）

¥17,000
（税込¥18,700）

ブーツカットパンツ

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）

¥29,500（税込¥32,450）

ベスト
11410-1（紺）

¥16,000（税込¥17,600）

ジャケット
81415-1（紺）

¥28,000（税込¥30,800）

ラップキュロット
（51cm丈）

71415-1（紺）
¥14,800

（税込¥16,280）

NavyNavy Black

Jacket est V

Bottoms

マーメイドスカート
（55cm丈）

51415-2（黒）
¥12,500

（税込¥13,750）

ラップキュロット
（51cm丈）

71415-2（黒）
¥14,800

（税込¥16,280）

ブーツカットパンツ
71412-2（黒）

¥17,000
（税込¥18,700）

ブーツカットパンツフレアースカート
（53cm丈）

51416-2（黒）
¥13,500

（税込¥14,850）

ボックススカート
（53cm丈）

51414-2（黒）
¥13,500

（税込¥14,850）

Jacket est V

Bottoms

ソフトな風合いと2WAYストレッチで、
着やすさ抜群です。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。

Flexible Serge
フレキシブルサージ

Navy

Blackラクラク
カン

ラクラク
カン

ラクラク
カン

ラクラク
カン

ラクラク
カン

ラクラク
カン

SergeFlexible
フレキシブルサージ

ジャケット
81410-2（黒）

¥29,500（税込¥32,450）

ベスト
11410-2（黒）

¥16,000（税込¥17,600）

ベスト
11415-2（黒）

¥16,500（税込¥18,150）

ジャケット
81415-2（黒）

¥28,000（税込¥30,800）

All Season

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

ジャケット
81416-2（黒）

¥29,800（税込¥32,780）

ジャケット
81416-1（紺）

¥29,800（税込¥32,780）

スカート
（55cm丈）

51410-1（紺）
¥12,500

（税込¥13,750）

ティアードスカート
（53cm丈）

51411-1（紺）
¥13,500

（税込¥14,850）

フレアースカート
（53cm丈）

51412-1（紺）
¥13,500

（税込¥14,850）

マーメイドスカート
（50cm丈）

51413-1（紺）
¥13,500

（税込¥14,850）

スカート
（55cm丈）

51410-2（黒）
¥12,500

（税込¥13,750）

ティアードスカート
（53cm丈）

51411-2（黒）
¥13,500

（税込¥14,850）

フレアースカート
（53cm丈）

51412-2（黒）
¥13,500

（税込¥14,850）

マーメイドスカート
（50cm丈）

51413-2（黒）
¥13,500

（税込¥14,850）

フレアースカート
（53cm丈）

51416-1（紺）
¥13,500

（税込¥14,850）



ベスト
11070-1（紺）
¥9,800（税込¥10,780）
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）
¥7,900（税込¥8,690）
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）
¥9,800（税込¥10,780）
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）
¥19,000（税込¥20,900）
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）
¥4,800（税込¥5,280）
ポリエステル100％

七分袖カットソー
01150-4（ホワイト）
¥7,800（税込¥8,580）
ストレッチスムース
ポリエステル100％

パンツ
71070-1（紺）
¥11,500（税込¥12,650）
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

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

吸汗・速乾

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。

バックスタイル
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All Season

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

onestlyHGaberdine
オネストリーギャバジン

オールシーズン

ベスト
11550-2（黒）
¥11,000（税込¥12,100）
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

3段カン 生地厚

スカート（53cm丈）
51550-2（黒）
¥8,500（税込¥9,350）
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）
¥9,800（税込¥10,780）
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）
¥4,600（税込¥5,060）
ポリエステル100％

エコ素材 吸汗・速乾

ジャケット
81550-2（黒）
¥19,800（税込¥21,780）
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）
¥12,500（税込¥13,750）
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

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）
¥9,800（税込¥10,780）
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 
OP98-5（ピンク）
¥4,800（税込¥5,280）
ポリエステル100％

エコ素材 吸汗・速乾

coVenetian
エコベネシャン

E

Honestly
Gaberdine

オネストリーギャバジン

Black

ジャケット
81550-2
¥19,800
オネストリーギャバジン
ポリエステル100％

ドライクリーニング

ブーツカットパンツ
71552-2

Honestly
Gaberdine
Honestly

Gaberdine
Honestly

Black

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。



パンツ
71070-1（紺）

¥11,500（税込¥12,650）

パンツ

ゆとりの
はき心地

2タック
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ジャケット
81070-1（紺）

¥19,000（税込¥20,900）

ベスト
11420-1（紺）

¥15,800（税込¥17,380）

ベスト
11070-1（紺）

¥9,800（税込¥10,780）

iniM& Check
ミニチェック

coVenetian
エコベネシャン

E
All Season

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

est VJacket 

脇ゴムスカート
（60cm丈）

51076-1（紺）
¥7,900

（税込¥8,690）

Bottoms

ウエスト
らくらく

脇ゴム
ウエス
らくらく

脇ゴ

スカート
（55cm丈）

51070-1（紺）
 ¥7,300

（税込¥8,030）

ラップキュロット
（46cm丈）

71075-1（紺）
 ¥8,500

（税込¥9,350）

脇ゴムキュロット
（50cm丈）

71076-1（紺）
¥8,000

（税込¥8,800）

ウエスト
らくらく

脇ゴム

スカーフ
OP98-3（ブルー）
¥4,800（税込¥5,280）
ポリエステル100％

長袖シャツ
01165-4（ホワイト）
¥9,800（税込¥10,780）
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）
¥19,000（税込¥20,900）
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）
¥9,800（税込¥10,780）
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）
¥7,300（税込¥8,030）
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

3段カン

オールシーズン

Navy

さりげなくシンプルなミニチェック。
白や紺、黒などの無地アイテムと
の相性も抜群です。

Mini Check

ミニチェック

Navy

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。

EcoVenetian

エコベネシャン



オールシーズン

エコ素材

ジャンパースカート
61620-2（黒）
¥25,000（税込¥27,500）
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％

名札ポケット付

両脇ポケット付

生地厚

2WAYストレッチホームクリーニング

長袖ブラウス＜リボン付＞
01072-4（ホワイト）
¥11,000（税込¥12,100）
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

ジャンパースカート
61510-2（黒）
¥26,500（税込¥29,150）
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）
¥4,600（税込¥5,060）
ポリエステル100％

長袖シャツ
01165-4（ホワイト）
¥9,800（税込¥10,780）
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
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シワになりにくく、２WAYス
トレッチ入りなので動きや
すさも抜群なマットの黒無
地素材。やわらかな生地で、
きれいなドレープを作り出す
ことができます。

Flowery Basket

フラワリーバスケット

Black

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かわ
いらしさを演出。軽く、伸縮
性にも優れています。

Cherish Birdseye

チェリッシュバーズアイ

ホームクリーニング 生地厚オールシーズン 両脇ポケポケポ ット付
ポリエステル100％

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かわ
いらしさを演出。軽く、伸縮
性にも優れています。

Cherish Birdseye

チェリッシュバーズアイ

Black

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。

Active Stretch Knit

アクティブストレッチニット

Black

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かわ
いらしさを演出。軽く、伸縮
性にも優れています。

Cherish Birdseye

チェリッシュバーズアイ
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。

Active Stretch Knit

アクティブストレッチニット

Black

シワになりにくく、２WAYス
トレッチ入りなので動きや
すさも抜群なマットの黒無
地素材。やわらかな生地で、
きれいなドレープを作り出す
ことができます。

Flowery Basket

フラワリーバスケット

Black

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

Active Stretch Knit

アクティブストレッチニット

GrayGray

フレキシブルサージ

Flexible Serge

ソフトな風合いと2WAYスト
レッチで、着やすさ抜群です。
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。

BlackBlack

ファインカルゼ

Fine Kersey

東レ株式会社のマニフィー
レ TMという素材を使用。
2WAYストレッチがあり、シワ
になりにくいのが特徴です。
美しい仕立て映えと、清涼
感もある、夏に適した素材
です。 Black

ファインカルゼ

Fine Kersey

東レ株式会社のマニフィー
を使用。

Yストレッチがあり、シワ
のが特徴です。

美しい仕立て映えと、清涼
感もある、夏に適した素材

Black

Twill Knit

 ツイルニット
東レ株式会社のセオ®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。

All Season

オ
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ィ
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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）
¥22,500（税込¥24,750）

生地厚オールシーズン

長袖シャツ
01165-4（ホワイト）
¥9,800（税込¥10,780）
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

スカーフ&シュシュ
OP166-10（グリーン）
¥5,500（税込¥6,050）
ポリエステル100％

脇ファスナーと肩ボタンで着替えがカンタン
左脇にファスナー、肩にボタンをつけ、スムーズに着替え
られるようにこだわりました。

Jumper
Skirt
ジャンパースカート

ジャンパースカート
66300-2（黒）
¥25,800（税込¥28,380）
ファインカルゼ
ポリエステル55％
複合繊維（ポリエステル）45％

半袖ブラウス＜リボン付＞
06072-4（ホワイト）
¥10,500（税込¥11,550）
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2WAYストレッチホームクリーニング

生地厚

2

右脇ポケット付名札ポケット付

清涼裏地 高通気


