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ホームページでも
新商品の情報を

ご確認いただけます。

はたらく女性をサポートする幅広いラインナップ
企業や医療機関でのデスクワークや接客、軽作業、受付など、

女性がはたらくシーンを幅広く彩るコレクション。



今シーズンは、オフィス用しごと服の代表格である“ベスト”を、シルエットや使いやすさなどについて徹底的に見直し、柄、色、仕様で

選べる6種類の新シリーズをご用意しました。制菌加工素材や抗ウイルス素材を採用、安心安全を提供します。
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6種類の中から自分にぴったりなベストをChoice!

ベスト 11875-1(紺）,-2(黒）

ベスト 12030-1(紺）,-8(グレー）

ベスト 12035-1(紺）,-8(グレー）

シンプルでスマートなスタイル

柔らかくしなやかなニット素材で快適性があり、上品でスマートな雰囲気。
首元とポケットの配色、ボタンがほどよいアクセントに。機能性も抜群な
オフィスの定番無地ベストの真骨頂！

ボタン×無地

落ち着いた雰囲気の中にも
上品な華やかさをプラス

女性らしいシンプルなデザインを品の良いボーダー生地で仕立てました。
フラワーカットのポケットやシルバーを効かせたボタンでエレガントな印象に。
落ち着きのある柄ものが好みの方にぴったり。

ボタン×ボーダー

着替えやすさ重視なら、
断然、ファスナー

トレンド感のあるファスナータイプは、着替えタイムの時短も可能です。
パッと着て、サッと業務に取り掛かれるオフィス向きのベスト。ボタンが
無いので、ひっかかりなどの心配がなく、軽作業時にも安心です。

ファスナー×ボーダー

表地には「ファブロック」という制菌消臭機能のある後加工付き。

制菌素材でいつも清潔に1

様々なものを入れるポケットを清潔に
保てるよう、ポケットの裏地には抗ウイ
ルス加工「フルテクト®」を施した素材
を使用。繊維上の特定のウイルスの
数を減少させ、洗濯しても効果が持続
します。
※スマホ用ポケットにも抗ウイルス素
材を使用しています。
フルテクト®でウイルス対策。

抗ウイルスポケット2

抗ウイルス素材

国際規格に則った抗ウ
イルス性試験の結果、
その効果は減少率99
％以上。さらに洗濯後も
その効果は持続します。

繊維に付着した
ウイルスを
99％以上減少

抗ウイルス・抗菌

フルテクト洗濯前接種量 フルテクト洗濯10回後

100％

ウイルス感染価（PFU／mL）の比率

ウイルス減少率
99％以上

洗濯しても
効果が続く

ISO18184に準拠 ※全てのウイルスに効果があるわけではありません

素材提供：シキボウ株式会社

「フルテクト®」の抗ウイルス性試験

制菌素材

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、長期性能を維持する
制菌加工。湿潤時に繊維表面上に
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。

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

あらゆる体型の方に美しく着ていた
だくため、アームホールを高めに設
定し、バスト周りの浮きがないすっき
りシルエットに仕上げました。綺麗な
バランスで細見え効果もあります。

細見えする
アームホール3

右脇ポケットの上に、スマートフォ
ン専用ポケットを作りました。

スマホ対応
ポケット付き4

お辞儀をしたり、しゃがんだりする
際にも背中が見えにくい安心感
のある長めの着丈設定です。

背中が出ない
安心着丈5

使いやすさと美しさを追求！

安心安全の高機能‼

ファスナー
タイプ

フルスペックベスト
これからのオフィスウェアの大本命

細菌

※12030-1（紺）、12030-8（グレー）/12035-1（紺）、12035-8（グレー）の表地素材に
　使用しています。
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Mild
Border
マイルド ボーダー

Full Spec Vest

使いやすさと安心を届ける
アンジョアの新ベスト
シルエットの美しさ、使いやすさだけではなく、
制菌・抗ウイルス素材を使用した
安心を感じていただけるシリーズが登場。

長袖ブラウス
01235-4（ホワイト）
¥8,500（税込¥9,350）　　
ダイヤドビー
ポリエステル100％

ホームクリーニング ストレッチ

ベスト
12030-1(紺）
¥19,900（税込¥21,890）
マイルドボーダー
ポリエステル67％
再生ポリエステル30％
アクリル2％･ナイロン1％

エコ素材

ホームクリーニング オールシーズン

名札ポケット付 制菌加工 生地厚

4

抗ウイルスポケット二重ポケット付

右脇ポケット付

スカート（55cm丈）
51870-1(紺）
¥14,500（税込¥15,950）
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

エコ素材 生地厚

4

ストレスフリーオールシーズン

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

ブローチ
OP173-3（ブルー）
¥4,900（税込¥5,390）
ポリエステル100％

長袖ブラウス
01235-4（ホワイト）
¥8,500（税込¥9,350）　　
ダイヤドビー
ポリエステル100％

ホームクリーニング ストレッチ

ベスト
11875-1(紺）
¥17,900（税込¥19,690）
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 オールシーズン

生地厚

4

抗ウイルスポケット二重ポケット付

Aラインスカート（58cm丈）
51875-1(紺）
¥14,500（税込¥15,950）
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 オールシーズン

生地厚

4

2WAYストレッチ ストレスフリー

右脇ポケット付 エコ素材

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
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ブローチ
OP173-3（ブルー）
¥4,900（税込¥5,390）
ポリエステル100％

ジャンパースカート
62030-1(紺）
¥27,800（税込¥30,580）
身頃部分
マイルドボーダー
ポリエステル67％
再生ポリエステル30％
アクリル2％･ナイロン1％

ホームクリーニング エコ素材 制菌加工

生地厚

4

オールシーズン

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％

吸汗・速乾 生地厚

6
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 抗ウイルスポケット

長袖ブラウス
01235-4（ホワイト）
¥8,500（税込¥9,350）　　
ダイヤドビー
ポリエステル100％

ホームクリーニング ストレッチ

多様化するお仕事に
一枚でサマになるソフトジャケット
デスクワークだけではなく
接客シーンも彩る優れもの。

ソフトジャケット
22030-1(紺）
¥25,800（税込¥28,380）
マイルドボーダー
ポリエステル67％
再生ポリエステル30％
アクリル2％･ナイロン1％

エコ素材

ホームクリーニング オールシーズン

名札ポケット付 制菌加工 生地厚

4

抗ウイルスポケット二重ポケット付

右脇ポケット付

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

エコ素材 生地厚

4

ストレスフリーオールシーズン

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

ブローチ
OP173-6（レッド）
¥4,900（税込¥5,390）
ポリエステル100％

ウエストポーチ 
OP146-2（黒）
¥4,000（税込¥4,400）
ナイロン100%
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「素材」「デザイン」「機能性」
すべてに魅力を詰めたしごと服

ベスト
12035-1(紺）
¥19,900（税込¥21,890）
マイルドボーダー
ポリエステル67％
再生ポリエステル30％
アクリル2％･ナイロン1％

エコ素材

ホームクリーニング オールシーズン

名札ポケット付 制菌加工 生地厚

4

抗ウイルスポケット二重ポケット付

右脇ポケット付

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

エコ素材 生地厚

4

ストレスフリーオールシーズン

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

ブローチ
OP173-3（ブルー）
¥4,900（税込¥5,390）
ポリエステル100％

長袖ブラウス
01235-4（ホワイト）
¥8,500（税込¥9,350）　　
ダイヤドビー
ポリエステル100％

ホームクリーニング ストレッチ

ベスト
12035-8（グレー）
¥19,900（税込¥21,890）
マイルドボーダー
ポリエステル67％
再生ポリエステル30％
アクリル2％･ナイロン1％

エコ素材

ホームクリーニング オールシーズン

名札ポケット付 制菌加工 生地厚

4

抗ウイルスポケット二重ポケット付

右脇ポケット付

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

エコ素材 生地厚

4

ストレスフリーオールシーズン

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

ブローチ
OP173-6（レッド）
¥4,900（税込¥5,390）
ポリエステル100％

長袖ブラウス
01235-4（ホワイト）
¥8,500（税込¥9,350）　　
ダイヤドビー
ポリエステル100％

ホームクリーニング ストレッチ
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引き締め効果のあるブラックで
知性を演出
ブラックのモノトーンコーディネートが、
オフィスに落ち着きや品を演出します。

ベスト
11875-2(黒）
¥17,900（税込¥19,690）
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 オールシーズン

生地厚

4

抗ウイルスポケット二重ポケット付

右脇ポケット付

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

エコ素材 生地厚

4

ストレスフリーオールシーズン

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

長袖ブラウス
01235-4（ホワイト）
¥8,500（税込¥9,350）　　
ダイヤドビー
ポリエステル100％

ホームクリーニング ストレッチ

ベスト
12030-8（グレー）
¥19,900（税込¥21,890）
マイルドボーダー
ポリエステル67％
再生ポリエステル30％
アクリル2％･ナイロン1％

エコ素材

ホームクリーニング オールシーズン

名札ポケット付 制菌加工 生地厚

4

抗ウイルスポケット二重ポケット付

右脇ポケット付

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

エコ素材 生地厚

4

ストレスフリーオールシーズン

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

ブローチ
OP173-6（レッド）
¥4,900（税込¥5,390）
ポリエステル100％

長袖ブラウス
01235-4（ホワイト）
¥8,500（税込¥9,350）　　
ダイヤドビー
ポリエステル100％

ホームクリーニング ストレッチ
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袖を折り返せる2WAY袖で
手首にもポイントをプラス

「着やすさ」と「美しさ」は
両立する

ブローチ
OP173-3（ブルー）
¥4,900（税込¥5,390）
ポリエステル100％

ジャンパースカート
62030-2(黒）
¥27,800（税込¥30,580）
身頃部分
マイルドボーダー
ポリエステル67％
再生ポリエステル30％
アクリル2％･ナイロン1％

ホームクリーニング エコ素材 制菌加工

生地厚

4

オールシーズン

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％

吸汗・速乾 生地厚

6
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 抗ウイルスポケット

長袖ブラウス
01235-4（ホワイト）
¥8,500（税込¥9,350）　　
ダイヤドビー
ポリエステル100％

ホームクリーニング ストレッチ

ソフトジャケット
22030-8（グレー）
¥25,800（税込¥28,380）
マイルドボーダー
ポリエステル67％
再生ポリエステル30％
アクリル2％･ナイロン1％

エコ素材

ホームクリーニング オールシーズン

名札ポケット付 制菌加工 生地厚

4

抗ウイルスポケット二重ポケット付

右脇ポケット付

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

エコ素材 生地厚

4

ストレスフリーオールシーズン

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



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。

Soft Ecology Knit

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
81870-1（紺）

¥28,800（税込¥31,680）

ジャケット
81870-2（黒）

¥28,800（税込¥31,680）

Soft Ecology Knit

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
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
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長袖ブラウス
01235-4（ホワイト）
¥8,500（税込¥9,350）　　
ダイヤドビー
ポリエステル100％

ホームクリーニング ストレッチ

ジャケット
81870-1(紺）
¥28,800（税込¥31,680）
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％

右脇ポケット付

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

エコ素材 生地厚

4

ストレスフリーオールシーズン

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

エコ素材ホームクリーニング 2WAYストレッチ

生地厚

4

オールシーズン

ベスト
11875-1(紺）
¥17,900（税込¥19,690）
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 オールシーズン

生地厚

4

抗ウイルスポケット二重ポケット付

ブローチ
OP173-3（ブルー）
¥4,900（税込¥5,390）
ポリエステル100％

長袖ブラウス
01235-4（ホワイト）
¥8,500（税込¥9,350）　　
ダイヤドビー
ポリエステル100％

ホームクリーニング ストレッチ

ジャケット
81870-2(黒）
¥28,800（税込¥31,680）
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

オールシーズン

ブローチ
OP173-6（レッド）
¥4,900（税込¥5,390）
ポリエステル100％

ベスト
12030-8（グレー）
¥19,900（税込¥21,890）
マイルドボーダー
ポリエステル67％
再生ポリエステル30％
アクリル2％･ナイロン1％

エコ素材

ホームクリーニング オールシーズン

名札ポケット付 制菌加工 生地厚

4

抗ウイルスポケット二重ポケット付

右脇ポケット付

スカート（55cm丈）
51870-2(黒）
¥14,500（税込¥15,950）
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

エコ素材 生地厚

4

ストレスフリーオールシーズン

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

Navy
ネイビーコーディネート

Black
ブラックコーディネート

Jacket

Navy

Black

鞄にジャケットを畳んだ状態で6時間経過後に取り出した結果、
ほぼシワがない状態でした。

通勤バッグに入れても
シワにならない

6時間後

参考画像
※写真はシワのわかりやすい
　同素材の生地で撮影
　しています。
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ストレスフリーボトムとのコーディネートに最適！
着心地最高のニット素材スーツスタイルで快適なオフィスワークを実感
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着替えの時短も、安心安全も、スタイルアップも、
オフィスのニーズに応える、よくばりアイテムが勢揃い！

Mild Border

ベスト
11875-1(紺）

¥17,900
（税込¥19,690）

ベスト
11875-2(黒）

¥17,900
（税込¥19,690）

ベスト
12030-1(紺）

¥19,900
（税込¥21,890）

ベスト
12030-8（グレー）

¥19,900
（税込¥21,890）

ベスト
12035-1(紺）

¥19,900
（税込¥21,890）

ベスト
12035-8（グレー）

¥19,900
（税込¥21,890）

ソフトジャケット
22030-1(紺）

¥25,800（税込¥28,380）

ソフトジャケット
22030-8（グレー）

¥25,800（税込¥28,380）

長袖ブラウス
01235-4（ホワイト）
￥8,500（税込¥9,350）

ブローチ
OP173-6（レッド）

￥4,900（税込¥5,390）
ブローチ

OP173-3（ブルー）
￥4,900（税込¥5,390）

Navy

Gray

Vest

Soft Jacket

Jumper Skirtバックスタイル

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。裏面
には抗ウイルス素材を
使用しているので、小
物の収納も衛生的です。

スマホポケット
ポケットの裏面は抗ウ
イルス素材を使用して
おりポケットの中を清
潔に保ちます。

抗ウイルスポケット

バックスタイル

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。裏面
には抗ウイルス素材を
使用しているので、小
物の収納も衛生的です。

スマホポケット
ポケットの裏面は抗ウ
イルス素材を使用して
おりポケットの中を清
潔に保ちます。

抗ウイルスポケット

ふくらみのある糸が上品な印象を与え
るソフトな風合いのボーダー柄です。
「ファブロック」という制菌消臭加工を
施しており気になる臭いをブロックしま
す。また、リサイクルポリエステル
「RENU®」を使用。環境問題に配
慮したサスティナブルな原料です。

Mild Border

マイルドボーダー

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

名札ポケットを採用
名札
ポケット
付き

名札
ポケット
付き

名札
ポケット
付き

Blouse Accessory

ジャンパースカート
62030-1(紺）

¥27,800（税込¥30,580）

ジャンパースカート
62030-2(黒）

¥27,800（税込¥30,580）

バックスタイル

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。裏面
には抗ウイルス素材を
使用しているので、小
物の収納も衛生的です。

スマホポケット

ポケットの裏面は抗ウ
イルス素材を使用して
おりポケットの中を清
潔に保ちます。

ポケットに抗ウイルス
裏地使用

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。

着脱が簡単な前ファ
スナー仕様です。

前ファスナー

バックスタイル

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。裏
面には抗ウイルス素材
を使用しているので、小
物の収納も衛生的です。

スマホポケット
ポケットの裏面は抗
ウイルス素材を使
用しておりポケット
の中を清潔に保ち
ます。

抗ウイルスポケット
着脱が簡単な前ファ
スナー仕様です。

前ファスナー

パネルラインの切替え
ですっきり見えるバック
スタイルです。

バックスタイル

スマートフォンがすっ
ぽり入るサイズのポ
ケットです。裏面には
抗ウイルス素材を使
用しているので、小物
の収納も衛生的です。

両脇ポケット

着脱が簡単な前ファ
スナー仕様です。

前ファスナー

2つ
ボタン

ファスナー
タイプ

Basket Knit

バスケットニット〈セオⓇアルファ使用 〉

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。

Soft Ecology Knit

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。

S
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「RENU®」は不要になった
衣料品や生産時の裁断くず
を原料としており、化石燃料の
使用量削減に貢献しています。

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。
※62030-1(紺)、-2(黒)のジャンパースカートの
スカート部分に使用しています。

チップ糸生地

製品 分解・再重合

粉砕回収マーケット

名札
ポケット
付き

ファスナー
タイプ

ファスナー
タイプ

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

Basket Knit

Navy

Black

で動きやすくシワになりにくい優秀素材です。
※62030-1(紺)、-2(黒)のジャンパースカートの
スカート部分に使用しています。

Navy

オ
フ
ィ
フ
ィ
フ
ス
フ
ル

Navy

Black



出勤時の慌ただしいお着替えタイムは、1分でも時間を短縮したい。そんなはたらく女性のお悩み

を解消する“時短制服”が完成しました。フロントファスナータイプのベストやジャンパースカート、

新アイテムのプルオーバーブラウスで、あなたの大切な時間を生み出します。
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忙しい朝、だからこそ速く着替えたい！

定番ベストスタイル

きちんと感のあるベストコーデがこの速さ！ クリップタイ
プのアクセサリーは受付の方にもおすすめです。

ソフトジャケットスタイル

人気のソフトジャケットもファスナータイプならラクに着替え
が可能。すっきりとした印象で幅広いシーンにフィットします。

ジャンパースカートスタイル

ベストっぽい印象は欲しいけど、もっと時短で着替えたい！
エレガントさをキープしながら軽快に動けます!

ベスト
12035-8(グレー） 

長袖ブラウス
01235-4（ホワイト） 

Aラインスカート（58cm丈）
51875-2（黒）

ブローチ
OP164-3（ブルー）  

ソフトジャケット
22030-1(紺）

ブローチ
OP173-3（ブルー）  

ラップキュロット（55cm丈）
71875-1(紺）

ジャンパースカート
62030-2(黒）

ブローチ
OP164-6（レッド）  

長袖ブラウス
01235-4（ホワイト） 

アンジョアおすすめ“時短コーデ”で着替えも仕事もクイックに‼

時短が叶う、
しごと服

T H E  F A S T E S T  S T Y L E

“時短コーデ”で着替えも仕事もクイックに‼

すっぽり被れる!
プルオーバー
ブラウス

 
一瞬で華やかに!

クリップ
アクセサリー

スィーッと着られる!
簡単ファスナー

ファスナータイプ、
どれだけ時短が叶う!?

従来のベストスタイルはボタンが多くて大変！

ブラウス

7個
ベスト

4個
合計ボタン

11個
一方、新商品の長袖ブラウスとファスナータイプの
アイテムのコーディネートは、
すっと着られて、見た目も着替えもスマートに。

ボタンはたったの2個！！

ベーシックな
ベストスタイル着用の

　　

ベーシックな
ベストスタイル着用の

　　

ベーシックな
ベストスタイル着用の

　　

12035-1(紺）﹅-8(グレー）

Vest

ボタンに比べて、着替えが格段にスムーズ。

ベスト

22030-1(紺）﹅8(グレー）

Soft Jacket

これ一枚でサマになる新アイテム。

ソフトジャケット

01235-4（ホワイト） 

Blouse

ボタンは2つだけ。被って着脱するプルオー
バータイプが新登場。

長袖ブラウス

62030-1(紺）﹅-2(黒） 

Jamperskirt

動きやすさ、着替えやすさに秀でた注目の
アイテム。

ジャンパースカート

2つ
ボタン

ファスナー
タイプ

ファスナー
タイプ

ファスナー
タイプ

2
1

の時間 の時間 の時間

1
3

1
3



バックスタイル
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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

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。柔らかな生地でき
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
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

バックスタイル

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。柔らかな生地でき
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

Gray

フレキシブルサージ

Flexible Serge

Gray

フレキシブルサージフレキシブルサージ

Flexible SergeFlexible 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。

Black

Twill Knit

 ツイルニット

Black

Twill KnitTwill Knit

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。

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

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

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％

き
ち
ん
と
し
た
第
一
印
象
も
魅
力

オ
フ
ィ
ス
ウ
ェ
ア
の
優
秀
ア
イ
テ
ム

Jumper
Skirt
ジャンパースカート



136 137

Tight skirt タイトスカート Pants パンツ

Ａラインスカート（58cm丈）
51875-1（紺） /  51875-2（黒）

¥14,500（税込¥15,950）
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。

すっきりと仕上がる
ホック＆ファスナー

すっきり
ファスナー

Navy

Black

すっきり
ファスナー

Wrap culotte POINT

Pick Up

仕事の効率性をサポート
はたらく女性をとりこにする

ストレスフリーボトムで

POINTPOINT

効率性効率性をサポートをサポート
A line skirt Aラインスカート

Wrap culotte ラップキュロット

Stress Free
Bottoms

E
n
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e
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b

l
e
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人
気
商
品

アンサンブルプロジェクト対象商品

スカート（55cm丈）
51870-1（紺） /  51870-2（黒）

¥14,500（税込¥15,950）

パンツ
71872-1（紺） /  71872-2（黒）

¥18,800（税込¥20,680）
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）
51873-1（紺） /  51873-2（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）
71875-1（紺） / 71875-2（黒）

¥17,800（税込¥19,580）

のび～る
ウエスト

ハイストレッチ素材を使用し、背面のウエスト部分にゴムを縫いつけてあるので、

動きに合わせて伸縮します。フロント面はステッチや切替えを無くし、ウエストの

圧迫軽減＆すっきりとキレイに見えるデザインに。

の履きごこち
ストレスフリー仕様で
ウエスト らくらく！ 

・ ・ ・ ・
Ensemble
Project
アンサンブルプロジェクト

1着購入で

を寄付￥1 0 0

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。（P219参照）

▲製品にはこのラベルが付いています。

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。

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。

スカート見えするラップキュロットが
前後どこから見ても

人気急上昇中！！人気急上昇人気急上昇中中！！

S
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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。

「AEROTECHNO™PR（エアロテクノ™PR）」という、小松マテーレの抗ウイ
ルス加工素材を搭載した、ストレッチ性のある生地。肌あたりがよく、程よい光
沢感のある品の良い素材です。

ソフティツイル
SOFTY TWILL

▲ストレスフリー仕様のスカート

スカート（55cm丈）
52020-1（紺） /  52020-2（黒）
￥15,300（税込¥16,830）

Ａラインスカート（58cm丈）
52023-1（紺） /  52023-2（黒）
￥15,300（税込¥16,830）

ラップキュロット（55cm丈）
72025-1（紺） / 72025-2（黒）
￥18,500（税込¥20,350）

「AEROTECHNO™PR（エアロテクノ™PR）」という、小松マテーレの抗ウイ
ルス加工素材を搭載した、ストレッチ性のある生地。肌あたりがよく、程よい光
沢感のある品の良い素材です。

Navy Black

ストレスフリー仕様で快適性アップ！

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

ホームクリーニング オールシーズン 2WAYストレッチ 右脇ポケット付ストレスフリー 生地厚

3
抗ウイルス加工

スカート（62cm丈）
52025-1(紺）

¥14,500
（税込¥15,950）

有機系抗ウイルスファブリック

のび～る
ウエスト

TM 有機系抗ウイルス剤を小松マテーレ独自の改質加工により、
繊維表面へ耐久固着。ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベ
ローブ有り）に対して効果を確認。

抗ウイルス性

（評価方法：JIS L1922）

ストレスフリーボトム登場
抗抗抗抗抗抗抗ウイルス加工

ANTIVIRAL PROCESSING
STRESS FREE BOTTOMS

抗ウイルス加工

ストレスフリーボトム抗抗「　  ウイルス加工」

ハイストレッチで美シルエット、ラクな

着心地が人気のストレスフリーボトム

に、安心安全に配慮した新シリーズ

が誕生しました。抗ウイルス加工の

「エアロテクノ™PR」が搭載され、

肌あたりがよく、程よい光沢感が

上品なボトムスで、新しい時代の

スタンダードです。

ANTIVIRAL PROCESSING
STRESS FREE BOTTOMS

抗ウイルス
加工素材
使用

抗ウイルス
加工素材
使用

抗ウイルス
加工素材
使用

華やぎコンシェルジュコレクション新シリーズにもこちらの素材を使用しています。
抗ウイルス加工素材を使用した他アイテムをご紹介

抗ウイルス
加工素材
使用
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長袖オーバーブラウス

き
ち
ん
と
感
が
あ
っ
て

オ
ー
ル
シ
ー
ズ
ン
使
え
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P142掲載

ソフトジャケット
22030-8（グレー）

¥25,800（税込¥28,380）
カタログP126掲載

ソフトジャケット
22030-1(紺）

¥25,800（税込¥28,380）
カタログP120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）
カタログP143掲載

ソフトジャケット
21940-3（ブルー）

¥26,800（税込¥29,480）
カタログP144掲載

長袖オーバーブラウス〈リボン付〉
21900-2（黒）

¥19,800（税込¥21,780）
カタログP146掲載

長袖オーバーブラウス〈リボン付〉
21010-1（紺）

¥19,800（税込¥21,780）
カタログP148掲載

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）
カタログP149掲載

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）
カタログP149掲載

ソフトジャケット
81740-3（ブルー）

¥25,800（税込¥28,380）
カタログP147掲載

Candy Border

Tweed Chidori Knit

Happiness Check

ソフトジャケット
21940-7（ブラウン）

¥26,800（税込¥29,480）
カタログP145掲載

Trad Check Trad Check

Warm CheckWarm Check Warm Check
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Longsleeve
Overblouse

L INE
UP

Shadow BorderMild BorderMild Border

ソフトジャケット
22030-1(紺）
¥25,800（税込¥28,380）
マイルドボーダー
ポリエステル67％
再生ポリエステル30％
アクリル2％･ナイロン1％

エコ素材

ホームクリーニング オールシーズン

名札ポケット付 制菌加工 生地厚

4

抗ウイルスポケット二重ポケット付
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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。

Back Style

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

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％

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

生地厚

右脇ポケット付

エコ素材 吸汗・速乾

ストレスフリー

ホック接触冷感

立体感のあるボーダーが上
品な印象。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。

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

Shadow Border

シャドーボーダー

の特徴

ソアロン®は三菱ケミカル株式会社の
トリアセテート®素材です。

感があり、ソフトな質感と通気感があり、ソフトな質感と通気
性も兼ね備えた機能素材です。性も兼ね備えた機能素材です。

ソアロン®は適切に管理されソアロン®は適切に管理され
た森林資源のみを原料にしてた森林資源のみを原料にして
おり、森林伐採を抑制する仕おり、森林伐採を抑制する仕
組みに取り組んでいます。組みに取り組んでいます。
ソアロン®は三菱ケミカル株式会社のソアロン®は三菱ケミカル株式会社の
トリアセテート®素材です。トリアセテート®素材です。

Navy Black

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。

Candy Border

キャンディボーダー

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）

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

人
気
商
品

Shadow
Border
シャドーボーダー

大人気シャドーボーダーの
長袖オーバーブラウス

Candy
Border
キャンディボーダー

信頼感を与える
上品な黒×白のボーダー

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％

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

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

高通気

Back Style

オールシーズン

S
U S

TA I NABLE
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バックスタイル

袖ボタン付き

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。

Trad Check

トラッドチェック

Brown

Trad
Check
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。

ソフトジャケット
21940-3（ブルー）
¥26,800（税込¥29,480）
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

右脇ポケット付

Ａラインスカート（55cm丈）
51873-1（紺）
¥14,500（税込¥15,950）
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
対象商品

1着購入で￥100を寄付

ソフトジャケット
21940-7（ブラウン）
¥26,800（税込¥29,480）
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

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

右脇ポケット付

ホームクリーニング 2WAYストレッチオールシーズン

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
対象商品

1着購入で￥100を寄付

S
U S

TA I NABLE



バックスタイル

ソフトジャケット
81740-3（ブルー）
¥25,800（税込¥28,380）
ハピネスチェック
ポリエステル100％

名札ポケット付 生地厚

5
ホームクリーニング

フレアースカート（53cm丈)
51753-1（紺）
¥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

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

リボンをはずしてすっきり
シンプルに着ていただけ
ます。

取り外し可能なリボン

バックスタイル

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。

Tweed Chidori Knit

ツイードチドリニット

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。

Happiness Check

ハピネスチェック

2WAYストレッチ

長袖オーバーブラウス＜リボン付＞
21900-2（黒）
¥19,800（税込¥21,780）
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）
¥14,500（税込¥15,950）
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

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

Blue

Black
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ル

人
気
商
品

Tweed
Chidori
Knit
ツイードチドリニット

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

Happiness
Check
ハピネスチェック

軽くて動きやすい
ソフトジャケットで
毎日が軽やかに
ジャケットの上質感を保ちながら、
裏地がないので軽くて動きやすい。

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



148 149

ソフトな肌あ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

長袖オーバーブラウス＜リボン付＞
21010-1（紺）
¥19,800（税込¥21,780）
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）
¥14,500（税込¥15,950）
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

生地厚

4

オールシーズン

ホック

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

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

Beige

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。肌あたりもソフトで
暖かく秋冬におすすめの素材です。

ウォームチェック

Warm Check

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。肌あたりもソフトで
暖かく秋冬におすすめの素材です。

grayNavy

Warm
Check
ウォームチェック

取り外し可能なリボン

バックスタイル

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）
¥19,800（税込¥21,780）
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

バックスタイル

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）
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

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

ストレスフリー

右脇ポケット付

ホームクリーニング 2WAYストレッチ

生地厚

4

オールシーズン

ホック

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



en joie のベス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。

エコベネシャン

ベスト
11070-1（紺）

¥9,800（税込¥10,780）

P182

オネストリーギャバジン

ベスト
11550-2（黒）

¥11,000（税込¥12,100）

P100 P166

ミニチェック

ベスト
11420-1（紺）

¥15,800（税込¥17,380）

P160

タータンチェック

ベスト
11280-8（グレー）

¥18,500（税込¥20,350）

P168

クリスタルボーダー

ベスト
11820-2（黒）

¥18,800（税込¥20,680）

P177

フレシキブルサージ

ベスト
11410-1（紺） 11410-2（黒）
¥16,000（税込¥17,600）

P157

ティディチェック

ベスト
11890-3（ブルー）11890-6（レッド）

¥19,500（税込¥21,450）

P124

ソフトエコニット

ベスト
11875-1（紺） 11875-2（黒）

¥17,900（税込¥19,690）

P165

パンジーチェック

ベスト
11530-5（ピンク） 

¥20,800（税込¥22,880）

P154

トラッドチェック

ベスト
11940-3（ブルー）11940-7（ブラウン）

¥20,000（税込¥22,000）

P123

マイルドボーダー

ベスト
12035-1（紺） 12035-8（グレー）

¥19,900（税込¥21,890）

P125

マイルドボーダー

ベスト
12030-1（紺） 12030-8（グレー）

¥19,900（税込¥21,890）

P67

ミックスツイード

ベスト
11680-2（黒） 11680-4（アイボリー）

¥20,500（税込¥22,550）

P177

フレシキブルサージ

ベスト
11415-2（黒）

¥16,500（税込¥18,150）

P78

ナッツバスケット

ベスト
11520-7（ベージュ）

 ¥19,800（税込¥21,780）

P170

チェリッシュバーズアイ

ベスト
11570-2（黒）

¥18,800（税込¥20,680）

P159

クラシカルスイートチェック

ベスト
11560-5（ピンク）

¥19,800（税込¥21,780）

P74

ジュエリーチェック

ベスト
11610-5（ピンク）

¥19,800（税込¥21,780）

P85

ダイヤモンドカルゼ

ベスト
11650-2（黒）

¥19,800（税込¥21,780）

P164

プリンセスチェック

ベスト
11660-4（ホワイト）

¥20,800（税込¥22,880）

P38

マトラッセチェック

ベスト
12010-1（紺）

¥23,800（税込¥26,180）

P56

リングタータンチェック

ベスト
11790-6（レッド）

¥23,800（税込¥26,180）

ベスト
11980-7（ブラウン）

¥19,800（税込¥21,780）

P153

ウォームブラウンチェック

ベスト
11950-2（黒）

¥21,800（税込¥23,980）

P51

ココツイード

P83

スラブチェック

ベスト
11430-16（ワイン）

¥19,800（税込¥21,780）

P163

ハートフルチェック

ベスト
11480-5（ピンク）

¥19,800（税込¥21,780）

P61

アクアブルーツイード

ベスト
11730-3（ブルー）

¥19,800（税込¥21,780）

P167

サンドペン

ベスト
11040-83（グレーベース青）
¥18,800（税込¥20,680）

P158

クラシカル千鳥チェック

ベスト
11460-2（黒）

¥18,800（税込¥20,680）

P162

ハピネスチェック

ベスト
11740-3（ブルー）

¥20,800（税込¥22,880）

価格別 オールシーズンベストラインナップ

All Season Vest Line up

¥ ～16,999 ¥ 17,000～18,999 ¥ 19,000～

価格帯カラー
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P161

シャイニーチェック

ベスト
11260-2（黒）

¥18,500（税込¥20,350）



152 153

杢糸とソリッド糸で構成したミックス
ブラウンを基調に、多色使いのハウ
スチェックが特徴の素材です。生地
表面に散りばめられたブークレー糸
がウォーム感を演出しています。

BrownBrown

ホームクリーニング オールシーズン エコ素材

ベスト
11980-7（ブラウン）
¥19,800（税込¥21,780）
ウォームブラウンチェック
ポリエステル46％
再生ポリエステル41％
アクリル9％・ナイロン4％

生地厚

4

長袖シャツ
01215-4（ホワイト）
¥8,500（税込¥9,350）
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

Aラインスカート（58cm丈）
51875-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
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 オールシーズン

生地厚

4

2WAYストレッチ ストレスフリー

右脇ポケット付 エコ素材 ホック

Warm Brown
Check
ウォームブラウンチェック

温
か
み
の
あ
る
ブ
ラ
ウ
ン
で

オ
フ
ィ
ス
を
優
し
い
雰
囲
気
に

Warm Brown
Check

ウォームブラウンチェック

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

S
U S

TA I NABLE

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



Blue

Brown

背面は伸縮性に富んだ
無地素材を使用。

バックスタイル

隠しボタンを施しており、
きちんときれいに着て
いただけます。

隠しボタン

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。

Trad Check

トラッドチェック

154 155

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

ツートーンで魅せる
美しいしごと姿
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。

Trad
Check
トラッドチェック

長袖ブラウス＜リボン付＞
01190-4（ホワイト）
¥11,900（税込¥13,090）
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

ベスト
11940-7（ブラウン）
¥20,000（税込¥22,000）
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

スカート(55cm丈)
52020-2(黒）
￥15,300（税込¥16,830）　
ソフティツイル
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

右脇ポケット付

ストレスフリー

生地厚

3

エコ素材ホームクリーニング 2WAYストレッチ

生地厚

4

ベスト
11940-3（ブルー）
¥20,000
（税込¥22,000）
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

ラップキュロット(55cm丈)
72025-1(紺）
￥18,500（税込¥20,350）
ソフティツイル
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

右脇ポケット付

ストレスフリー

生地厚

3

長袖シャツ
01230-4（ホワイト）
￥6,800（税込¥7,480）　　
ダイヤドビー
ポリエステル100％

ホームクリーニング ストレッチ

S
U S

TA I NABLE

抗ウイルス加工

抗ウイルス加工
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ウエストからバイアス
切替えにすることで、
デザインのアクセントに。

バックスタイル

Tidy
Check
ティディチェックティディチェックティディチェック

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
シルバー縁のボタンを使用し、華やかさをプラス。
ウエストのバイアス切替えが大人かわいいスタイルに。

Blue

Red

生地厚

ベスト
11890-3（ブルー）
¥19,500（税込¥21,450）
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
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

スカート（55cm丈）
51370-2（黒）
¥12,000（税込¥13,200）
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3段カン

生地厚

ベスト
11890-6（レッド）
¥19,500（税込¥21,450）
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）
¥11,900（税込¥13,090）
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
81370-2（黒）
¥27,000（税込¥29,700）
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

スカート（55cm丈）
51370-2（黒）
¥12,000（税込¥13,200）
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3段カン

ブーツカットパンツ
71372-2（黒）
¥15,000（税込¥16,500）
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1カン

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。

Tidy Check

ティディチェック

Black

Stretch Herringbone

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。

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

オールシーズン
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Pink

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。

Classical
Sweet Check

クラシカル
スイートチェック

存在感のある
愛され千鳥チェック

クラシカルな
雰囲気漂うベスト
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オ
フ
ィ
ス
フ
ル

Classical
Chidori
Check  
クラシカル千鳥チェック

Classical
Sweet
Check  
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

長袖シャツ
01230-2（黒）
￥6,800（税込¥7,480）　　
ダイヤドビー
ポリエステル100％

ホームクリーニング ストレッチ

スカート(55cm丈)
52020-2(黒）
￥15,300（税込¥16,830）　
ソフティツイル
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

右脇ポケット付

ストレスフリー

生地厚

3

ベスト
11560-5（ピンク）
¥19,800（税込¥21,780）
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

マーメイドスカート
（55cm丈）

51452-2（黒）
¥12,000（税込¥13,200）

マーメイドスカート
（55cm丈）

51452-
¥12,000

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。動きやすさとしわ
になりにくいという特徴は、おもてな
し美人の強い味方。更に、心地よ
い伸縮性は、体に程よくフィットして、
シルエットもすっきりきれい。

¥13,200）

東レ株式会社のセオ®アルファと
いう素材を使用。動きやすさとしわ
になりにくいという特徴は、おもてな
し美人の強い味方。更に、心地よ
い伸縮性は、体に程よくフィットして、
シルエットもすっきりきれい。

Black

当社レギュラー
ポリエステルの
約2倍の吸水性。

汗で
ベトつき
にくい

綿の2.5倍以上の
拡散性。

ドライ感を
キープする

綿の7倍以上の
ずば抜けた速乾性。

汗のあとを
残しにくい

セオⓇアルファは東レ株式会社の素材です。

ベスト

クラシカル千鳥チェック
ポリエステル65％・毛35％

11460-2（黒）
¥18,800（税込¥20,680）

オールシーズンホームクリーニング

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％

エコ素材

01070-4（ホワイト）
¥10,500
（税込¥11,550）

ホームクリーニング

生地厚

Aラインスカート（53cm丈）

ツイルニット
ポリエステル100％

51453-2（黒）
¥12,000（税込¥13,200）

オールシーズンホームクリーニング 2WAYストレッチ

すべり止めテープ付 らくらくカン

両脇ポケット付

生地厚吸汗・速乾 すべすべす り止めテープ付プ付プ らくらくカン 生地厚吸汗・速乾

Black

ふっくらとした風合いの
正統派千鳥チェック。

Classical
Chidori Check

クラシカル千鳥チェック

抗ウイルス加工



バックスタイル

オ
フ
ィ
ス
フ
ル
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Tartan
Check
タータンチェック

ラメ&ピンクの
愛されベスト

ベスト

シャイニーチェック
ポリエステル80％・毛20％

11260-2（黒）
¥18,500（税込¥20,350）

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）
¥10,500（税込¥11,550）

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）
¥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 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

Tartan Check

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。
かわいさとシャープさを併せもった
チェック柄。

Tartan Check

タータンチェック

Gray

バックスタイル

Black

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、かわいくも
大人の雰囲気も感じさせる柄です。

シャイニーチェック

Shiny Check

Shiny
Check
シャイニーチェック

ホック

ベスト
11280-8（グレー）
¥18,500（税込¥20,350）
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

右脇ポケット付

スカート（55cm丈）
51870-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）
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

エコ素材 生地厚

4

ストレスフリーオールシーズン

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 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



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

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。

162 163

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

人
気
商
品

バックスタイル

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

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
となります。バリアS加工は、繊維上での細菌の繁殖を抑制し、臭いの
発生を抑える、人にやさしい快適加工です。

ベスト／11480-5バリアS

Pink

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は、安心感と
ぬくもりを感じます。ピンクで優しさを
表現。

防臭＆抗菌加工を施した
高機能なベスト

Heartful
Check
ハートフルチェック

長袖ブラウス
01232-4（ホワイト）
¥9,800（税込¥10,780）　　
ダイヤドビー
ポリエステル100％

ホームクリーニング ストレッチ

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

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

Princess
Check
プリンセスチェック

White

Princess Check

プリンセスチェック

WhiteWhite
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バックスタイル

落ち着きのある
デザインや柄で
信頼感をアピール
病院など医療シーンにぴったりの
元気で明るいピンクチェックのベストは、
白ブラウスを合わせれば清潔感もアップ。

Pansy
Check
パンジーチェック

Pink

バックスタイル

Pink

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。

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

オールシーズン

吸汗・速乾

Aラインスカート(58cm丈)
52023-2(黒）
¥15,300（税込¥16,830）
ソフティツイル
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

右脇ポケット付

ストレスフリー

生地厚

3

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

Aラインスカート(58cm丈)
52023-2(黒）
¥15,300（税込¥16,830）
ソフティツイル
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

右脇ポケット付

ストレスフリー

生地厚

3

撮影

Softy Twill

ソフティツイル

BlackBlack

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。

「AEROTECHNO™PR（エアロテ
クノ™PR）」という、小松マテーレの
抗ウイルス加工を施した、ストレッチ
性のある素材。肌あたりが良く、程よ
い光沢感のある品の良い素材です。 

抗ウイルス加工

抗ウイルス加工



バックスタイル

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
動きやすさ抜群。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。

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

Mini Check

ミニチェック
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。

Navy

Mini Check
ミニチェック

Sand
Pane
サンドペン

Sand pane

サンドペン
グレー地にブルーのウインドペンを
引いたチェック柄。

Blue

スカート（55cm丈）
51040-83（グレーベース青）
¥15,500（税込¥17,050）
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）
¥18,800（税込¥20,680）
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）
¥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

3段カン

吸汗・速乾
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ベスト
11420-1（紺）
¥15,800（税込¥17,380）
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

ラップキュロット（55cm丈）
72025-1(紺）
¥18,500（税込¥20,350）
ソフティツイル
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

右脇ポケット付

ストレスフリー

生地厚

3

長袖シャツ
01230-4（ホワイト）
￥6,800（税込¥7,480）　　
ダイヤドビー
ポリエステル100％

ホームクリーニング ストレッチ

S
U S

TA I NABLE

抗ウイルス加工



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

バックスタイル

ベスト
11820-2（黒）
¥18,800（税込¥20,680）
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）
¥13,000（税込¥14,300）
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

長袖シャツ
01215-4（ホワイト）
¥8,500（税込¥9,350）
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

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％

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。

Crystal Border

クリスタルボーダー

ホームクリー

Aラインスカート
51813-2
¥13,000
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

らくら

長袖シャツ
01215-4
¥8,500
ブライトドットニット
ポリエステル100％Crystal Border

BlackBlack
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Crystal Border
クリスタルボーダー

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

Jacket Point
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

肌あたりの良い
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

Detail Point

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。

Premium Knit

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。

BlackBlack

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

サテン調のブレードを
施したスマートデザイン

Premium K nit
プレミアムニット

パンツ
71812-2（黒）
¥16,000（税込¥17,600）
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）
¥28,800
（税込¥31,680）
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

スカーフ＆シュシュ
OP131-6（レッド）
¥3,800（税込¥4,180）
ポリエステル100％

1カン

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

オールシーズン



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

Black

Active Stretch Knit 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）

¥14,000
（税込¥15,400）

後ろゴム
フレアースカート（55㎝丈）

51515-2（黒）
¥12,500

（税込¥13,750）

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。

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

Cherish Birdseye

BlackBlack

バックスタイル

フレアースカート（53cm丈）
51513-2（黒）
¥12,000（税込¥13,200）
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）
¥11,900（税込¥13,090）
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）
¥18,800（税込¥20,680）
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

長袖ブラウス
01075-4（ホワイト）
¥11,500
（税込¥12,650）
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）
¥26,500
（税込¥29,150）
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）
¥14,500
（税込¥15,950）
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
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フレアースカート
（53cm丈）

51513-2（黒） 
¥12,000

（税込¥13,200）
パンツ

71512-2（黒）
¥14,500（税込¥15,950）

Skirt Pants

Ａラインスカート
（55cm丈）

51853-2（黒）
¥12,500

（税込¥13,750）

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

■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Ⓡアルファは東レ株式会社の素材です。

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。

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。

角度を付けたヨーク
切り替えで、バックス
タイルをすっきりきれ
いに見せます。

バックスタイル

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

Cherish
Birdseye
チェリッシュバーズアイ

後ろゴムシリーズウエストラクラク♥



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。

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
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オ
フ
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品



立体感のある
シルエットで
オフィスワークも快適

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

右脇ポケット付

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%

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

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％

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
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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

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

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。

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％

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。

バックスタイル

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
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。

バックスタイル

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

人
気
商
品
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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）

¥12,500（税込¥13,750）

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）

ラップキュロット（51cm丈）
71415-1（紺）

¥14,800（税込¥16,280）

フレアースカート（53cm丈）
51412-1（紺）

¥13,500（税込¥14,850）

NavyNavy Black

Jacket estV

Bottoms

Jacket estV

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

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）

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）

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

フレアースカート（53cm丈）
51416-1（紺）

¥13,500（税込¥14,850）

フレアースカート（53cm丈）
51416-2（黒）

¥13,500（税込¥14,850）

スカート（55cm丈）
51410-2（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）

フレアースカート（53cm丈）
51412-2（黒）

¥13,500（税込¥14,850）

ブーツカットパンツ
71412-2（黒）

¥17,000（税込¥18,700）

マーメイドスカート（55cm丈）
51415-2（黒）

¥12,500（税込¥13,750）



onestlyHGaberdine
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
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オ
フ
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ス
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ル

Honestly
Gaberdine

オネストリーギャバジン

Black

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。

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

バックスタイル

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



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

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

脇

51076-1

（税込

ウエス
らくら

脇ゴ

パンツ
71070-1（紺）

¥11,500（税込¥12,650）

ジャケット
81070-1（紺）

¥19,000（税込¥20,900）

ベスト
11070-1（紺）

¥9,800（税込¥10,780）

スカート
（55cm丈）

51070-1（紺）
¥7,300

（税込¥8,030）

パンツ

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）

ゆとりの
はき心地

2タック

VenetianEco

ウエスト
らくらく

脇ゴム

エコベネシャン

estVJacket
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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。

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

オ
フ
ィ
ス
フ
ル

S
U S

TA I NABLE
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抜群の涼しさ!
ベタつきを軽減!　

通気性が高く、紫外線を90%以上カット。肌に触れた時にひんやりと感じる
接触冷感性があり、速乾性が高いので、汗やベタつきが気になりません。
洗濯後もすぐ乾くのでホームケアの時短にも。
ハイスペックなプルオーバートップスです。

COOL&DRYなハイスペック素材

通気量
79.2cc

70cc
高通気

50cc
高通気

バックサテンアムンゼン

紫外線遮蔽率

98.8％
92％

90％以上
UVカット

ネイビー ホワイト

着るUVケアに!
紫外線をきちんとガード

プルオーバートップス
42000-1(紺）

￥13,800（税込¥15,180）

プルオーバートップス
42000-4（アイボリー）
￥13,800（税込¥15,180）

オフィスでのデスクワークや接客、リモートワークや外出時など、

多様化する女性のおしごとシーンにフィットする新オフィススタイルをご提案。

接 

客

Round NeckBowtie

バックスタイル
サテン切替えのプリーツで、
動きやすく上品な仕上がり
になっています。

2WAYリボンタイ
バックでリボン結びをして
着用できます。

Vネック
タックを取ったVネックで
首もとも涼しく着用できます。

バックスタイル
背面はマットなサテンを使用
し印象的で上品な仕上が
りに。

スキッパーネック
ワンボタンのスキッパー風
デザインできちんと感のある
印象を与えます。

ソフトでふくらみがある優しい
素材です。さらっとした風合い
と、UVカット・接触冷感・
高通気・速乾性があり、着る
人の快適性をサポートします。

Back Satin
Amunzen

バックサテン
アムンゼン

Ivory

NavyNavy

Ivory

ストレッチ性の高い、マイルド
な光沢感が綺麗なサテン
素材です。帯電防止加工を
施しています。

Glossy
Satin

グロッシー
サテン

Navy

ソフトでふくらみがある優しい
素材です。さらっとした風合い
と、UVカット・接触冷感・
高通気・速乾性があり、着る
人の快適性をサポートします。

Back Satin
Amunzen

バックサテン
アムンゼン

Ivory

Navy

プルオーバートップス
42005-1(紺）

￥13,800（税込¥15,180）

プルオーバートップス
42005-4（アイボリー）
￥13,800（税込¥15,180）

高通気

速乾性

UVカット

接触冷感

フロントボタンを外せばスキッパー風にも着こなせる、2WAYラウンドネックブラ

ウス。大きく取ったタックと長めの着丈で体型をカバーしてくれます。ゴールドの

ボタンやバックのサテン地で上品な大人の印象をプラス。

パンツにもスカートにもあわせやすく、3WAYのボウタイアレンジで着回し抜群。

細めのボウタイが知的でフェミニンな印象に。袖口とボウタイ、バックにサテン地

を配し、ドレスシャツ感覚で仕立てました。通 

勤

接 

客

オ
フ
ィ
ス
内
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襟まわり

サテン使いで高級感を
プラス。

後ろゴム

後ろゴムで動きや
すく、ゆったりとし
た着心地です。

シームポケット

スマートフォンが入
る大きさの便利な
シームポケット付き
です。

両脇ポケット

スマートフォンが
すっぽり入る大容
量ポケットです。

ふんわりとしたタックでリラックス感

がありながら、きちんとしたシーン

にも対応できるライトジャケット。

首まわりのサテン使いとゴールドの

ファスナーが上品な印象を与え、

あらゆるシーンで着用いただける

万能デザイン。

Light Jacket

ストレッチ素材を使用し、はき心地がよく、

トレンド感のあるテーパードパンツ。体型を

カバーしながら、スタイルアップしてすっきり

見せてくれます。シンプルなライトジャケットと

あわせたスーツスタイルがおすすめです。

Bottoms

バックスタイル

大胆なタック使い
でバックスタイル
を印象的で女性
らしいラインにし
ました。

袖口スリット

スリット入りのデザ
インは折り返して
着用いただけます。

ファスナー

ゴールドのファスナーで
デザインのアクセントに。

2タック入り

ゆったりとしたテー
パードシルエットで
トレンド感もプラス。

Front

Front

Back

Back

パンツ
71642-1（紺） / 71642-2（黒）
￥17,000（税込¥18,700）

Black

Navy

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。

Stretch Amunzen

ストレッチアムンゼン

パンツ
71642-1（紺）
￥17,000（税込¥18,700）
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 2WAYストレッチオールシーズン

七分袖カットソー
01080-2（黒） 
¥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

ライトジャケット
81645-1（紺）
￥24,800（税込¥27,280）
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 2WAYストレッチオールシーズン

後ろゴム仕様

ライトジャケット
81645-1（紺） / 81645-2（黒）
￥24,800（税込¥27,280）
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