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2021  spr ing & summer col lect ion

と の調和
美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを

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！
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医療やクリニックの現場に向けて様々なシリーズを発表してきた
en joieだからこそ創り出せる新コレクション。
“美”への価値が求められる現代において

美容医療・サロン・クリニック受付などではたらく女性に向けた
上質さとファッション性、快適性をも考慮したワンランク上の、

女性をかがやきに導く商品を展開いたします。

「ラ・ボーテ コレクション」とは
en joieが創り出す新コレクション

New Collect
ion

Debut !
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ワンピース
66555-1(紺）

￥29,800（税込¥32,780）

ワンピース
66555-7(ベージュ）

￥29,800（税込¥32,780）

バックスタイル
ウエストのテー
プがアクセント
に。後ろ姿が
すっきり見える
シルエット。

前ファスナー
着脱しやすい
前ファスナー。

ファスナー
チャーム

中心にビジュー
が埋め込まれ
ている華やか
なチャーム。

Detail Point

胸元で光るジュエリーチャームが品の良い
アクセント。ブラックの配色やラインを
効かせ、シャープな印象に仕上げました。
フロントファスナーで着脱しやすく、ハイ
ストレッチのニット素材で、動きやすさも
抜群です。

Onepiece

Classy Style
クラッシースタイル

ホームクリーニング オールシーズン

ワンピース
66555-1(紺）
￥29,800（税込¥32,780）
リップルニット
ポリエステル100％

2WAYストレッチ 両脇ポケット付

防透 高通気 生地厚

5

ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ 両脇ポケット付

防透 高通気 生地厚

5

ワンピース
66555-7(ベージュ）
￥29,800（税込¥32,780）
リップルニット
ポリエステル100％
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チュニック
46550-1(紺）

￥18,800（税込¥20,680）

チュニック
46550-7(ベージュ）

￥18,800（税込¥20,680）

後ろファスナーバックスタイル 大容量ポケット
大きく開く後ろファス
ナーで着脱がしやす
い。

ウエスト切替えがあり、
腰の位置が高く見え
るバックスタイル。上
品なフレアシルエット
で動きやすさ抜群。

インカムはもちろん大
きめのメモ帳も入る
大容量ポケット付き。
前ポケットなので楽
に物が取り出せます。

Detail Point

きらめくビジューが美しいチュニックは、
ニット素材で動きやすく、施術でも着用
していただける一枚。ヒップまで隠れる
安心の着丈で、持ち物の多い方に嬉しい
大きめのポケット付きです。

Tunic

チュニック
46550-1(紺）
￥18,800（税込¥20,680）
リップルニット
ポリエステル100％

ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ 両脇ポケット付

防透 高通気 生地厚

5

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％

2WAYストレッチ

生地厚

ホームクリーニング オールシーズン

すべり止めテープ付

両脇ポケット付
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長め丈が上品なタイトスカートは、ヒップアップ効果の
ある切替えを施しました。ウエストの背中部分はゴム
仕様で、圧迫感のないストレスフリーの着心地です。
プルオーバートップスと合わせて正統派のおもてなし
スタイルに。

プルオーバートップス
46555-1(紺）

￥16,800（税込¥18,480）

スカート（65㎝丈）
56550-1(紺）

￥13,800（税込¥15,180）

プルオーバートップス
46555-7(ベージュ）

￥16,800（税込¥18,480）

後ろファスナーバックスタイル
大きく開く後ろファス
ナーで着脱がしやすい。

ウエスト位置が高く見
えるバックスタイル。

スカート（65㎝丈）
56550-7（ベージュ)

￥13,800（税込¥15,180）

はたらく女性を美しく見せる、洗練
された印象のプルオーバートップス。
同素材のスカートで品の良いセット
アップスタイルや、パンツとのコーディ
ネートも可能な着まわし力のあるトッ
プスです。

Pullover Tops

Skirt

Detail Point

ストレスフリー仕様バックスタイル
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。

後ろベンツで動きやす
さもカバー。ベンツ丈
の調節ができるよう、2
段ベンツ仕様になっ
ています。

Detail Point
ストレスフリー

右脇ポケット付

ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ

防透 高通気

生地厚

5

スカート（65㎝丈）
56550-1(紺）
￥13,800（税込¥15,180）
リップルニット
ポリエステル100％

ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ

防透 高通気 生地厚

5

プルオーバートップス
46555-1(紺）
￥16,800（税込¥18,480）
リップルニット
ポリエステル100％

ブローチ
OP170-1（紺）
¥4,500（税込¥4,950）
ポリエステル100％

2WAYポーチ 
OP171-2（黒）
¥4,500（税込¥4,950）
ナイロン100％

ブローチ
OP170-1（紺）
¥4,500（税込¥4,950）
ポリエステル100％

ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ

防透 高通気 生地厚

5

プルオーバートップス
46555-7(ベージュ）
￥16,800（税込¥18,480）
リップルニット
ポリエステル100％

ストレスフリー

右脇ポケット付

ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ

防透 高通気

生地厚

5

スカート（65㎝丈）
56550-7（ベージュ)
￥13,800（税込¥15,180）
リップルニット
ポリエステル100％



125

N
ew

All Season

ラ・ボ
ー
テ

124

ワンピース
66555-1(紺）

¥29,800（税込¥32,780）

ワンピース
66555-7(ベージュ）

¥29,800（税込¥32,780）

スカート（65㎝丈）
56550-7（ベージュ)

¥13,800（税込¥15,180）

スカート（65㎝丈）
56550-1(紺）

¥13,800（税込¥15,180）チュニック
46550-1(紺）

¥18,800（税込¥20,680）

チュニック
46550-7(ベージュ）

¥18,800（税込¥20,680）

東レ株式会社のスプリンジー®という
防透けの糸と、光沢糸を交互に配列
した、かわいらしいボーダー調のニット
素材。ストレッチ性に富んでいるので、
動きやすく快適な着心地です。防汚加工
を施しているので汚れも付きにくく安心。

Ripple Knit

リップルニット

タップガード®（防汚加工）
Tap Guard®

水や油をはじく撥水・撥油機能を備え、
汚れが付きにくく落ちやすいので、
お手入れがラクにできます。
タップガード®は東レ株式会社の素材です。

White

Beige

Navy

N
ew

All Season

White

Ripple Knit

Navy

Beige

プルオーバートップス
46555-1(紺）

¥16,800（税込¥18,480）

プルオーバートップス
46555-7(ベージュ）

¥16,800（税込¥18,480）

Pullover Tops Onepiece

Skirt AccessoryTunic

“美しさ”と“優しさ”を伝えるワンランク上の上質感

接客や施術時に必要な動きやすさはもちろん、
プロフェッショナルの意識を高める洗練されたラインナップ。
シックで誠実さが伝わるネイビーと、クリーンで上品なベージュの2色をご用意しました。

Classy Style
クラッシースタイル

チュニック
46550-7(ベージュ）
¥18,800（税込¥20,680）
リップルニット
ポリエステル100％

ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ 両脇ポケット付

防透 高通気 生地厚

5

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％

2WAYストレッチ

生地厚

ホームクリーニング オールシーズン

すべり止めテープ付

両脇ポケット付

2WAYポーチ 
OP171-2（黒）

¥4,500
（税込¥4,950）

ブローチ
OP170-1（紺）

¥4,500
（税込¥4,950）



アクセントのボーダーが爽やかな
春夏シーズンの人気シリーズ。

可憐で清楚なワンピースに
リボンブローチで
華やかさを添えて華やかなラメ感のある細ボーダーと

ウエストのフラワーボタンが可憐な印象に。

ボーダー×ネイビーで
きちんと感とやわらかさを
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Navy

White

ラ・ボ
ー
テ

Navy

White

東レ株式会社のスプリンジー®という
透け防止素材。ニットのストレッチ性と
シワになりにくいなど高機能な素材です。
バスケット調の凹凸感が優しい印象を
与えます。

Basket Knit

バスケットニット
〈スプリンジーⓇ使用〉

東レ株式会社のセオ®アルファという
吸水性に富んだ素材。2WAYストレッチ
のニット素材なので動きやすくシワになり
にくい優秀素材です。

Basket Knit

バスケットニット
〈セオⓇアルファ使用〉

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。程良いハリ
があり、アウターの仕立て映えも◎です。

Marine Border

マリンボーダー

All Season

Marine Border

All Season
人
気
商
品

Marine Border

Navy

高めのウエスト切替えにする
ことで、バックスタイルもかわい
らしい雰囲気に。

バックスタイル

Marine Border
マリンボーダー

ワンピース
66410-1（紺）
¥32,000（税込¥35,200）
身頃部分
マリンボーダー
ポリエステル79％・毛20％
アセテート1％

生地厚

3

吸汗・速乾 生地厚

6

スカート部分
バスケットニット〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

ホームクリーニング

ホームクリーニング

両脇ポケット付2WAYストレッチ

清涼裏地

清涼裏地

名札ポケット付オールシーズン

オールシーズン

高通気

高通気

ローウエストの切替えで、後ろ
から見ても新鮮さを感じさせ
てくれます。

バックスタイル

ワンピース
66420-1（紺）
¥29,800（税込¥32,780）
身頃部分
バスケットニット〈スプリンジーⓇ使用〉
ポリエステル100％

吸汗・速乾

生地厚

7

吸汗・速乾 生地厚

6

スカート部分
バスケットニット〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

ホームクリーニング

ホームクリーニング

両脇ポケット付2WAYストレッチ

名札ポケット付

防透

2WAYストレッチ

清涼裏地

清涼裏地

オールシーズン

オールシーズン

ブローチ
OP170-1（紺）
¥4,500（税込¥4,950）
ポリエステル100％

高通気

高通気
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さりげなく赤のパイピングを効
かせて華やかな雰囲気を醸し
出します。

バックスタイル

カーブを描いた袖口のデザイ
ンは華やかでかわいらしさを
演出します。

袖口のデザイン

White

演出します。

White

バックスタイル
ぺプラム仕様をポイントに
バックスタイルもすっきりまと
めました。

タップガード®（防汚加工）
Tap Guard®

水や油をはじく撥水・撥油機能を備え、
汚れが付きにくく落ちやすいので、
お手入れがラクにできます。
タップガード®は東レ株式会社の素材です。

東レ株式会社のスプリンジー®という
防透けの糸と、光沢糸を交互に配列した、
かわいらしいボーダー調のニット素材。
ストレッチ性に富んでいるので、動きや
すく快適な着心地です。防汚加工を
施しているので汚れも付きにくく安心。

Ripple Knit

リップルニット

Ripple Knit
リップルニット

ワンピース
66550-4（ホワイト）
¥28,800（税込¥31,680）
リップルニット
ポリエステル100％

防透

2WAYストレッチ

生地厚

5

オールシーズン

高通気

防透

2WAYストレッチ

ジャケット
86550-4（ホワイト）
¥29,800（税込¥32,780）
リップルニット
ポリエステル100％

ドライクリーニング 名札ポケット付

生地厚

5

オールシーズン

ワンピース
66550-4（ホワイト）
¥28,800（税込¥31,680）
リップルニット
ポリエステル100％

防透

2WAYストレッチ

生地厚

5

防汚加工オールシーズン

高通気

高通気
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ゴールドのテープやボタンで
おもてなしに最適なクラス感を演出。

やわらかな上質感を醸す
ニットジャケット

誠実さと安心感を伝える
癒し系ワンピース

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

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

両胸のポケット
胸ポケットは２つ付いている
ので、ペンを入れたり、名札
を付けたりするのにも便利。

ファスナーチャーム
リボン付のチャームは、
デザイン性だけでなく、
つかみやすさも兼ね備え
ています。

バックスタイル
ハイウエストの位置で
切替えを施すことで、細
見え効果や脚長効果が
あります。

両胸のポケット
胸ポケットは２つ付いている
ので、ペンを入れたり、名札
を付けたりするのにも便利。

White

東レ株式会社のスプリンジー®という
透け防止素材。ニットのストレッチ性と
シワになりにくいなど高機能な素材です。
バスケット調の凹凸感が優しい印象を
与えます。

Basket Knit

バスケットニット
〈スプリンジーⓇ使用〉

Basket Knit
バスケットニット

コクーンスカート（53cm丈）
51690-2（黒）
¥12,800（税込¥14,080）
バスケットニット〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

ホームクリーニング 2WAYストレッチオールシーズン

生地厚

6

らくらくカン両脇ポケット付 吸汗・速乾

ストレッチ
カーブベルト

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％

ジャケット
81690-4（ホワイト）
¥24,800（税込¥27,280）
バスケットニット〈スプリンジーⓇ使用〉
ポリエステル100％

ホームクリーニング 2WAYストレッチオールシーズン

生地厚

7

防透

高通気

高通気

ワンピース
61690-4（ホワイト）
¥28,800（税込¥31,680）
バスケットニット〈スプリンジーⓇ使用〉
ポリエステル100％

生地厚

7

ホームクリーニング オールシーズン 両脇ポケット付2WAYストレッチ

防透 高通気
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フロントにボタンをなくし、医療機器のコードの引っかけや、

患者様との接触など、安全性に配慮しています。

安全性とデザイン性が両立した
プルオーバースタイル

スタイリッシュな黒のワンピースに、

ツイードの配色とゴールドのパイピングで、

クラス感を演出。

黒×ゴールドの配色が
気品漂うシリーズ

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

Basket Knit

バスケットニット
〈セオⓇアルファ使用〉

Basket Knit

Black

Basket Knit

Black

Basket Knit

ファスナーチャーム
リボン付のチャーム
は、デザイン性だけ
でなく、つかみやすさ
も兼ね備えています。

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

両胸のポケット
胸ポケットは２つ
付いているので、
ペンを入れたり、
名札を付けたりす
るのにも便利。

バックスタイル
ハイウエストの位置
でペプラムになって
いることで、細見え効
果や脚長効果があり、
しゃがんでも背中が
出ない着丈になって
います。

コクーンスカート（53cm丈）
51690-2（黒）
¥12,800（税込¥14,080）
バスケットニット〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

ホームクリーニング 2WAYストレッチオールシーズン

吸汗・速乾

生地厚

6

らくらくカン両脇ポケット付

ストレッチ
カーブベルト

プルオーバートップス
41690-2（黒）
¥21,800（税込¥23,980）
バスケットニット〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

生地厚

6

吸汗・速乾ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ

高通気

高通気

フレアースカート（53cm丈）
51693-2（黒）
¥11,800（税込¥12,980）
バスケットニット
〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

ホームクリーニング

吸汗・速乾

すべり止めテープ付

オールシーズン

生地厚

6

右脇ポケット付

2WAYストレッチ

らくらくカン

ジャケット
81690-2（黒）
¥24,800（税込¥27,280）
バスケットニット
〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

ホームクリーニング 2WAYストレッチオールシーズン

吸汗・速乾 生地厚

6

インカムポーチ
OP150-2（黒）
¥5,000（税込¥5,500）
ナイロン100％

高通気

高通気

ワンピース
61690-2（黒）
¥28,800（税込¥31,680）
バスケットニット
〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ

スカーフ＆シュシュ
OP166-3（ブルー）
¥5,500（税込¥6,050）
ポリエステル100％

吸汗・速乾 生地厚

6

両脇ポケット付

高通気

フレアースカート（53cm丈）
51693-2（黒）
¥11,800（税込¥12,980）
バスケットニット〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

ホームクリーニング

すべり止めテープ付

オールシーズン

生地厚

6

右脇ポケット付2WAYストレッチ

らくらくカン吸汗・速乾

プルオーバートップス
41690-4（ホワイト）
¥21,800（税込¥23,980）
バスケットニット〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

生地厚

7

ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ

高通気

高通気

防透
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All Season

ラ・ボ
ー
テ

Navy

Beige

シャイニージャガード

モザイク調の繊細な織り柄のジャガード素材。光沢感があり、
上品な印象の素材で、ネイビー、ベージュの2色展開です。

Navy

バスケットニット〈セオⓇアルファ使用 〉 バスケットニット〈スプリンジーⓇ使用 〉

上側 下側

モザイク調の繊細なジャガード素材と、

シワになりにくいストレッチ素材を使用した

高級感のあるプルオーバートップス。

一枚でも安心して着用できる透け防止素材です。

ボトムを選ばない
幅広い職種にマッチする
プルオーバートップス

バスケットニット〈スプリンジーⓇ使用〉

White

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

バックスタイル
シンプルですっきりとした
デザインのバックスタイル
です。

後ろファスナー
背中のファスナーが大き
く開閉するので着脱もラ
クラク。

東レ株式会社のセオ®アルファという吸水
性に富んだ素材。2WAYストレッチのニット
素材なので動きやすくシワになりにくい優秀
素材です。

東レ株式会社のスプリンジー®という透け
防止素材。ニットのストレッチ性や、シワになり
にくいなど高機能な素材です。バスケット調の
凹凸感が優しい印象を与えます。

Shiny
Jacquard

シャイ二ージャガード

吸汗・速乾

2WAYポーチ 
OP171-2（黒）
¥4,500（税込¥4,950）
ナイロン100％

後ろゴムクロップドパンツ
71513-2（黒）
¥14,000（税込¥15,400）
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 オールシーズン 2WAYストレッチ

生地厚

7

後ろゴム仕様

両脇ポケット付 吸汗・速乾

プルオーバートップス
41720-1（紺）
¥17,800（税込¥19,580）
上側
シャイ二ージャガード
ポリエステル100％

ホームクリーニング 生地厚

4

ホームクリーニング

生地厚

6

2WAYストレッチ

下側
バスケットニット〈セオⓇアルファ使用〉
ポリエステル100％

オールシーズン

オールシーズン

高通気

ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ

生地厚右脇ポケット付

7

後ろゴム仕様

らくらくカン

後ろゴムフレアースカート
（55㎝丈）

51515-2（黒）
¥12,500（税込¥13,750）
アクティブストレッチニット
ポリエステル100％

吸汗・速乾

プルオーバートップス
41720-7（ベージュ）
¥17,800（税込¥19,580）
上側
シャイ二ージャガード
ポリエステル100％

ホームクリーニング 生地厚

4

ホームクリーニング

下側
バスケットニット〈スプリンジーⓇ使用〉
ポリエステル100％

オールシーズン

オールシーズン 2WAYストレッチ

生地厚

7

防透

高通気
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ホームクリーニング オールシーズン

ワンピース
61970-3（ブルー）
¥34,000（税込¥37,400）
ジュエリーボーダー
ポリエステル100％

両脇ポケット付 生地厚

4

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％

ベルト
OP156-4（ホワイト）
¥3,200（税込¥3,520）

やわらかさの中の凛とした佇まいが
安心をお届けするシリーズ。

ほのかにかがやきを纏い
優しさと癒しの空間を演出

All Season

ラ・ボ
ー
テ

ドライクリーニング

ホームクリーニング オールシーズン

ワンピース
61970-3（ブルー）
¥34,000（税込¥37,400）
ジュエリーボーダー
ポリエステル100％

両脇ポケット付 生地厚

4

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％

オールシーズン 2WAYストレッチ 名札ポケット付

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

ベルト
OP156-4（ホワイト）
¥3,200（税込¥3,520）

Jewelry
Border

ジュエリーボーダー

バックスタイル

名札ポケット付

名札ポケット付
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スカートはもちろんパンツスタイルも
上品に着こなせるフレアシルエットで
ボディラインもほど良くカバー。

はたらき方に合わせて
コーディネートを愉しめる

All Season

ラ・ボ
ー
テ

ベルト
OP156-4（ホワイト）
¥3,200
（税込¥3,520）

スカーフ&シュシュ
OP166-3（ブルー）
¥5,500（税込¥6,050）
ポリエステル100％

生地厚

4

プルオーバートップス
41970-3（ブルー）
¥25,800（税込¥28,380）
ジュエリーボーダー
ポリエステル100％

ホームクリーニング オールシーズン 名札ポケット付

ベルト
OP156-4（ホワイト）
¥3,200（税込¥3,520）

フレアースカート（53cm丈)
51412-1（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％

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

優
し
さ
と
か
が
や
き
を
纏
う

スカーフ&シュシュ
OP166-3（ブルー）
¥5,500
（税込¥6,050）

ワンピース
61970-3（ブルー）
¥34,000
（税込¥37,400）

プルオーバートップス
41970-3（ブルー）
¥25,800
（税込¥28,380）

ポーチ 
OP167-4（ホワイト）
¥12,200
（税込¥13,420）

ブーツカットパンツ 
71412-1（紺）
¥17,000
（税込¥18,700）

スカーフ&シュシュ
OP166-9（イエロー）
¥5,500
（税込¥6,050）

生地厚

4

プルオーバートップス
41970-3（ブルー）
¥25,800（税込¥28,380）
ジュエリーボーダー
ポリエステル100％

ホームクリーニング オールシーズン 名札ポケット付

ポーチ 
OP167-4（ホワイト）
¥12,200（税込¥13,420）
ポリウレタン100％

スカーフ&シュシュ
OP166-9（イエロー）
¥5,500（税込¥6,050）
ポリエステル100％

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

バックスタイル

BlueBlue

ラメ糸やブークレー糸を用いた、可憐な
印象の素材。ジュエリーを思わせる華
やかさで、身に着ける方を引き立てます。
優しく、クリーンなサックスブルーは、お客
様に癒しや安心感を伝え、おもてなしを
サポートします。

Jewelry Border

ジュエリーボーダー

Blue

White

帝人フロンティア株式会社の防汚加工。撥水・撥油性能に
すぐれ、油汚れをはじき、つきにくくし、洗濯時には油汚れを
落ちやすくします。さらに、洗濯を繰り返しても性能は高いレベル
を保ったままの優秀素材です。

ソフトな風合いのホワイトが上品な印象
を与えます。防汚加工を施しているので
お仕事のシーンにも最適です。

Flexible Serge

フレキシブルサージ

配色白無地素材
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All Season

ラ・ボ
ー
テ

人
気
商
品グレード感を演出する

ミックスツイード

ジャケット
81680-2（黒）
¥38,000（税込¥41,800）
ミックスツイード
ポリエステル54％・アクリル31％
ナイロン14％・キュプラ1％

生地厚

5
名札ポケット付ドライクリーニング

両脇ポケット付

フレアースカート（53cm丈）
51623-2（黒）
¥13,000（税込¥14,300）
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

フロント
ファスナー
着脱がしやすく、隙
間からインナーが
見えないので安心し
て着用いただけます。

バック
スタイル
黒の配色の
リボンベルトで
後姿も上品。

スリット
入りの袖
袖口にスリット
を入れ、デザイン
性と動きやすさ
に配慮しました。

襟のホック
型くずれ防止の
ため、襟にホック
を施しました。

バック
スタイル
着脱しやすい
長めのファ
スナーを施
しました。

ワンピース
61680-2（黒）
¥34,000（税込¥37,400）
身頃部分
ミックスツイード
ポリエステル54％・アクリル31％
ナイロン14％・キュプラ1％

ドライまたは手洗い 名札ポケット付オールシーズン 生地厚

5

スカート部分
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％

ドライまたは手洗い 2WAYストレッチ 両脇ポケット付オールシーズン

生地厚

5

Graceful
グレイスフル



アイボリー×黒の色使いが
シーンを上質に演出
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All Season

ラ・ボ
ー
テ

人
気
商
品

プルオーバートップス
41680-2（黒）
¥28,500（税込¥31,350）
ミックスツイード
ポリエステル54％・アクリル31％
ナイロン14％・キュプラ1％

生地厚

5
名札ポケット付ドライクリーニング オールシーズン

ポーチ
OP167-2（黒）
¥12,200
（税込¥13,420）
ポリウレタン100％

両脇ポケット付

フレアースカート（53cm丈）
51623-2（黒）
¥13,000（税込¥14,300）
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

プルオーバートップス
41680-4（アイボリー）
¥28,500（税込¥31,350）
ミックスツイード
ポリエステル54％・アクリル31％
ナイロン14％・キュプラ1％

41680-4（アイボリー）
¥28,500（税込¥31,350）
ミックスツイード

生地厚

5
名札ポケット付ドライクリーニング オールシーズン

スカーフ＆シュシュ
OP104
¥4,800
（税込¥5,280）
ポリエステル100％

両脇ポケット付

フレアースカート（53cm丈）
51623-2（黒）
¥13,000（税込¥14,300）
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

IvoryIvoryIvory

Black

BlackBlack

ぽつぽつと節のある糸や、ラメ糸を使用
した、凹凸感と膨らみのある素材。大胆
なヘリンボン柄は主張しすぎず優し
い印象に。

Mix Tweed

ミックスツイード

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

スリット
入りの袖
袖口にスリット
を入れ、デザイン
性にも動きやす
さにも配慮しま
した。

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。

一見するとワンピースのように見える
プルオーバートップスとスカートの
セットアップ。お辞儀をしたり、しゃが
んだりしても、スカートが引っ張られる
ことなく裾を気にする必要がありません。

スカートとのコーディネート
で様々な動きに対応

ジャケット
81680-4（アイボリー）
¥38,000（税込¥41,800）
ミックスツイード
ポリエステル54％・アクリル31％
ナイロン14％・キュプラ1％

81680-4（アイボリー）
¥38,000（税込¥41,800）

生地厚

5
名札ポケット付ドライクリーニング

フレアースカート（53cm丈）
51623-2（黒）
¥13,000（税込¥14,300）
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％

インカムポーチ
OP150-2（黒）
¥5,000（税込¥5,500）
ナイロン100％

両脇ポケット付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
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2WAYストレッチ 吸汗・速乾
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All Season

ラ・ボ
ー
テ

人
気
商
品

ジャケット
81680-4（アイボリー）
¥38,000（税込¥41,800）
ミックスツイード
ポリエステル54％・アクリル31％
ナイロン14％・キュプラ1％

ジャケット
81680-4（アイボリー）
¥38,000（税込¥41,800）
ミックスツイード
ポリエステル54％・アクリル31％
ナイロン14％・キュプラ1％

生地厚

5
名札ポケット付ドライクリーニング

ワンピース
61680-4（アイボリー）
¥34,000（税込¥37,400）
身頃部分
ミックスツイード
ポリエステル54％・アクリル31％
ナイロン14％・キュプラ1％

ワンピース
61680-4（アイボリー）
¥34,000（税込¥37,400）
身頃部分
ミックスツイード
ポリエステル54％・アクリル31％
ナイロン14％・キュプラ1％

ドライまたは手洗い 名札ポケット付オールシーズン 生地厚

5

スカート部分
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％

ドライまたは手洗い 2WAYストレッチ 両脇ポケット付オールシーズン

生地厚

5

アンサンブルでつくり出す
優美なおもてなしスタイル

ワンピース
61680-4（アイボリー）
¥34,000（税込¥37,400）
身頃部分
ミックスツイード
ポリエステル54％・アクリル31％
ナイロン14％・キュプラ1％

ワンピース
61680-4（アイボリー）
¥34,000（税込¥37,400）
身頃部分
ミックスツイード
ポリエステル54％・アクリル31％
ナイロン14％・キュプラ1％

ドライまたは手洗い 名札ポケット付オールシーズン 生地厚

5

スカート部分
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％

ドライまたは手洗い 2WAYストレッチ 両脇ポケット付オールシーズン

生地厚

5
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All Season

ラ・ボ
ー
テ

後ろファスナー

バックスタイル

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。

クラシックで大人っぽいカラーを、
愛らしいディテールでまとめたデザイン。

上品で肌なじみの良い
ベージュが好印象

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％

2WAYストレッチ 生地厚両脇ポケット付

ワンピース
61520-7（ベージュ）
¥29,800（税込¥32,780）
身頃部分
ナッツバスケット
ポリエステル70％・毛30％

生地厚

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

名札ポケット付オールシーズン

スカーフ 
OP99-9（イエロー）
¥4,800（税込¥5,280）
ポリエステル100％

シルエットの美しさが
際立つデザイン

バックスタイル

ワンピース
61650-2（黒）
¥32,800（税込¥36,080）
ダイヤモンドカルゼ
ポリエステル62％
毛37％・ナイロン1％

スカーフ
OP99-9（イエロー）
¥4,800（税込¥5,280）
ポリエステル100％

名札ポケット付 生地厚

ドライクリーニング 両脇ポケット付オールシーズン

Beige

特殊な織りで、ふくらみのある素材。
ブライト糸の光沢感で上質な雰囲気に。

Nuts Basket

ナッツバスケット

Black

特殊な織りで、ふくらみのある素材。特殊な織りで、ふくらみのある素材。
ブライト糸の光沢感で上質な雰囲気に。ブライト糸の光沢感で上質な雰囲気に。

Black

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

Black

カルゼの変形織り組織の黒無地素材。
綾の組織の間に品の良い凹凸があり、
リズミカルな表面感が特徴です。

Diamond Kersey

ダイヤモンドカルゼ

Black

Diamond Kersey

BlackBlack

Romantic
ロマンティック

Precious Noir
プレシャスノワール



バックスタイルは黒配色の
リボンで、すっきりかわいく
仕上げました。

バックスタイル

4ヶ所のスプリングホック
ですっきりきれいに。

フロント

All Season

ラ・ボ
ー
テ

ティアードスカート（53cm丈）
51411-2（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2WAYストレッチ

ジャケット
81430-16（ワイン）
¥35,000（税込¥38,500）
スラブチェック
ポリエステル52％
レーヨン34％・毛14％

ドライクリーニング 生地厚

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2WAYストレッチ

吸汗・速乾
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シルエットにこだわった
バックスタイル

上品なツイードが
大人の雰囲気

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

All Season

Slub Check

Wine

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。

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

Black

ワンピース
61430-16（ワイン）
¥29,800（税込¥32,780）
身頃部分　
スラブチェック
ポリエステル52％
レーヨン34％・毛14％

生地厚オールシーズンホームクリーニング

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％

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2WAYストレッチ

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

Premium
プレミアム


