2019
2020

上質な素材を選び抜いて、着心地のよさを大切に、一人ひとりの女性の自分らしさを引き立てる魅力を持った
オフィススタイルのバリエーションをそろえる。その役割を、ユニレディはいつも意識しています。
まいにちの、とても多くの時間をいっしょに過ごすからこそ、着ているあなたを明るく元気な気持ちにする。
それがユニフォームのほんとうの実力だと、ユニレディは考えています。

オフィス映えする
エレガンススタイル

職種別シーンで選べる
レディコーデ

それぞれのシーンで、選びやすく、
好感度も高く。
エレガントな女性らしさに、凛としたかわいらしさをプラスすること。そして、働く女性たちが信頼と安心を感じられる洗練されたスタイルであること。
2019-2020 ASのユニレディは、この２つのポイントをかたちにした最新コレクションを用意しました。
素材に、カラーや柄に、デザインに、それぞれの季節に映える個性と心地よさを生む機能性を備えたバリエーションを。
さらに、職種別でわかりやすくおすすめするコーディネートの提案も含めて、いっそう選びやすく好感度の高いオフィススタイルの魅力をお届けします。

カラーストライプの
ハンサムスタイル

クチュール感覚の
グレイスコーデ
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高級感を漂わせて、
働く女性たちを美しく演出する
エレガンススタイル。
2色以上の糸で表現したメランジ調と凝った綾織り柄の上質素材が
表情豊かな仕上がりになっています。
ジャケットとベストは、マニッシュな印象の中にペプラム仕様や
ポケット口にさりげなくメタリックパイピングをあしらって、
"できる女性"の大人らしいエレガンスを薫らせました。
ジャケット U2920 本体価格 ¥26,000 + 税 カラー10
ブラウス U8920 本体価格 ¥8,300 + 税 カラー10

ジャケット U2920
ウールマークブレンド

¥26,000 + 税
カラー10（ネイビー）
本体価格

メランジクロス
ポリエステル50％ 毛50％

Aラインスカート
U9922（55cm丈）
ウールマークブレンド

¥13,000 + 税
カラー10（ネイビー）
本体価格

メランジクロス
ポリエステル50％ 毛50％
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ブラウス U8920
本体価格 ¥8,300 + 税
カラー10（ネイビー）
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ジャケット U2920
ウールマークブレンド

¥26,000 + 税
カラー19（チャコールグレイ）
本体価格

メランジクロス
ポリエステル50％ 毛50％

ベスト U5920
ウールマークブレンド

¥16,000 +税
カラー10（ネイビー）
本体価格

メランジクロス
ポリエステル50％ 毛50％

ベスト U5920
ウールマークブレンド

¥16,000 + 税
カラー19（チャコールグレイ）
本体価格

メランジクロス
ポリエステル50％ 毛50％

Aラインスカート
U9921（54cm丈）
ウールマークブレンド

¥12,000 + 税
カラー10（ネイビー）
本体価格

メランジクロス
ポリエステル50％ 毛50％

Aラインスカート
U9921（54cm丈）
ウールマークブレンド

¥12,000 + 税
カラー19（チャコールグレイ）
本体価格

メランジクロス
ポリエステル50％ 毛50％

ブラウス U8931
本体価格 ¥4,100 +税
カラー11
リボン OP740
本体価格 ¥3,800 +税
カラー11

ブラウス U8130
本体価格 ¥8,600 + 税
カラー21
リボン OP738
本体価格 ¥3,300 + 税
カラー12

006

007

ベスト U5920
ウールマークブレンド

¥16,000 + 税
カラー19（チャコールグレイ）
本体価格

メランジクロス
ポリエステル50％ 毛50％

Aラインスカート
U9922（55cm丈）

ジャケット U2920
ウールマークブレンド

¥26,000 + 税
カラー19（チャコールグレイ）
本体価格

メランジクロス
ポリエステル50％ 毛50％

ウールマークブレンド

¥13,000 + 税
カラー19（チャコールグレイ）
本体価格

メランジクロス
ポリエステル50％ 毛50％

ブラウス U8034
本体価格 ¥7,300 + 税
カラー15
リボン OP741
本体価格 ¥5,200 + 税
カラー15
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パンツ（受注生産品）
U7922P（セミローライズ）
ウールマークブレンド

¥17,000 + 税
カラー19（チャコールグレイ）
本体価格

メランジクロス
ポリエステル50％ 毛50％

ブラウス U8732
本体価格 ¥9,500 +税
カラー19（グレイ）
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スマホ対応内ポケット
位置と袋布の形状を工夫した内
ポケットは、スマホの出し入れが
スムーズで、落ちにくく安心。

ジャケット U2920
ウールマークブレンド

ネームホール
（ジャケット・ベスト）

胸ポケットの外側中央に、ペンを
挿しても邪魔にならないネーム
ホールを付けました。

ベスト U5920
ウールマークブレンド

本体価格

¥26,000 + 税
カラー10（ネイビー）

¥16,000 + 税
カラー10（ネイビー）

メランジクロス
ポリエステル50％ 毛50％

メランジクロス
ポリエステル50％ 毛50％

本体価格

きり！
見た目すっ

メタリックパイピング
（ジャケット・ベスト）

ポケット口にほどこしたメタリッ
クのさりげない輝きが、エレガン
トなアクセントに。

シークレット
ット
スマホポケ

バックスタイル
（ジャケット・ベスト）

後ろウエストのペプラム仕様で、
スタイルよくすっきりとしたシル
エットを演出。

ベ スト

ちょっと見ただけでは、わからないほど。
目立たないつくりのスマホ専用ポケットを付けました。

カーブベルト
（スカート・ラップキュロット・テーパードパンツ）

ユニレディのオリジナルデザインです。

体の曲線に沿ったカーブベルト
で、
お腹回りがとてもラク。不快な
締め付け感を軽減しました！

実用新案登録 第 3 211918 号

Aラインスカート
U9921（54cm丈）
ウールマークブレンド

ポケットの上側はかぶせる仕様で、
大きめのスマホもラクに入ります。

スプリングカン
（ラップキュロット）

伸縮自在なスプリングカン仕様
で、とてもラクな着心地を１日中
キープ！

Aラインスカート
U9922（55cm丈）
ウールマークブレンド

本体価格

¥12,000 + 税
カラー10（ネイビー）

¥13,000 + 税
カラー10（ネイビー）

メランジクロス
ポリエステル50％ 毛50％

メランジクロス
ポリエステル50％ 毛50％

本体価格

後ろゴム＆脇ファスナー
（スカート）

ウエストは後ろゴム仕様で、圧
迫 感によるストレスを解 消 。脇
ファスナーでシワを軽減し後ろ
姿もすっきりきれい！

かがんでも落ちにくく、スマホを
入れてもポケットが目立たず、見
た目もすっきり！

後ろゴム
（パンツ）

後 ろウ エ ストの ゴ ム 使 い で 、
締め付け感がなく、しゃがんでも
しっかり体にフィット。

ラップキュロット（受注生産品）
U7920C
ウールマークブレンド

¥15,000 + 税
カラー10（ネイビー）
本体価格

メランジクロス
ポリエステル50％ 毛50％

ウエストカーブ
パンツ（受注生産品）
U7922P（セミローライズ）
ウールマークブレンド
本体価格
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¥17,000 + 税

テーパードパンツ（受注生産品）
U7921P（セミローライズ）
ウールマークブレンド
本体価格

（パンツ）

体の線に沿ったカーブで、お腹
回りがすっきりとラクな仕上がり。

¥17,000 + 税

カラー10（ネイビー）

カラー10（ネイビー）

メランジクロス
ポリエステル50％ 毛50％

メランジクロス
ポリエステル50％ 毛50％
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シーンコーディネート誕生！
大人かわいいチェックとストレッチ素材で、
職種別の好感度グンとUP。
Reception（接客・受付など）、Oﬃce（営業・一般事務など）、
Clinic（医療事務など）、Information（イベント・案内など）。
各職種シーンにふさわしいスタイルをそろえた、
コーディネートが登場しました。
上質感があって大人かわいいエンジとイエローの2種類のチェック。
そして、機能性抜群のストレッチ無地素材を使った、各職種に最適なセットアップです。
より選びやすくなり、カラーパイピングやさりげなく輝くラメ糸使いなどで
女性たちのおしゃれ心にもしっかりアピールします。
七分袖ワンピース U4923 本体価格 ¥33,000 +税 カラー13

ジャケット U2923
本体価格 ¥30,000 + 税
カラー18
ロイヤルチェック
ポリエステル70％ 毛30％

Aラインスカート
U9923（54cm丈）
本体価格 ¥15,000 + 税
カラー18
ロイヤルチェック
ポリエステル70％ 毛30％

ブラウス U8833
本体価格 ¥8,500 + 税
カラー16
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接客・受付など

営業・一般事務など

ノーカラーの
優美なデザインが
おもてなしに華を添える
スタイル

さりげない個性が
インテリジェンスを
際立たせる
スタイル
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医療事務など

落ち着きのある
シックな色合いが
安心と信頼感を印象付ける
スタイル

ジャケット U2923 本体価格 ¥30,000 + 税 カラー18

ジャケット U2924 本体価格 ¥26,000 + 税 カラー20

ベスト U5923 本体価格 ¥19,500 + 税 カラー18

タイトスカート U9924 本体価格 ¥11,500 +税 カラー20

ベスト U5924 本体価格 ¥16,000 + 税 カラー20

Aラインスカート U9828 本体価格 ¥11,500 + 税 カラー20

七分袖カットソー H8440 本体価格 ¥5,800 + 税 カラー21

Aラインスカート U9925 本体価格 ¥12,500 + 税 カラー20

ブラウス U8631 本体価格 ¥8,200 +税 カラー21

※ポケットチーフは参考商品。

ニットブラウス U8832 本体価格 ¥9,500 + 税 カラー21

イベント・案内など

キュート＆エレガンスの
存在感で魅力ある
おもてなしを演出する
スタイル

七分袖ワンピース U4923 本体価格 ¥33,000 +税 カラー18
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ジャケット U2923
本体価格 ¥30,000 +税
カラー13
ロイヤルチェック
ポリエステル70％ 毛30％

受付

Aラインスカート
U9925（54cm丈）
本体価格 ¥12,500 +税
カラー10（ネイビー）

営業

ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％

七分袖カットソー H8440
本体価格 ¥5,800 +税
カラー21
リボン OP729
本体価格 ¥6,100 +税
カラー13

ジャケット U2924
本体価格 ¥26,000 + 税
カラー10（ネイビー）
七分袖ワンピース
U4923
本体価格 ¥33,000 + 税
カラー13
身頃（無地）／
ウルトラストレッチ
複合繊維
（ポリエステル）50％
ポリエステル50％
スカート
（柄）／
ロイヤルチェック
ポリエステル70％ 毛30％

ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％

テーパードパンツ（受注生産品）
U7924P（セミローライズ）
本体価格 ¥15,000 + 税
カラー10（ネイビー）
ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％

帽子 OP369（受注生産品）
本体価格 ¥22,000 + 税
カラー13
ブラウス U8833
本体価格 ¥8,500 + 税
カラー21
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事務

物販

ジャケット U2924
本体価格 ¥26,000 +税
カラー10（ネイビー）
ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％

ベスト U5923
本体価格 ¥19,500 +税
カラー13

ベスト U5924
¥16,000 + 税
カラー10（ネイビー）

ロイヤルチェック
ポリエステル70％ 毛30％

ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％

Aラインスカート
U9828（54cm丈）
本体価格 ¥11,500 +税
カラー10（ネイビー）
ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％

ブラウス U8330
本体価格 ¥6,500 +税
カラー21
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本体価格

Aラインスカート
U9923（54cm丈）
本体価格 ¥15,000 + 税
カラー13
ロイヤルチェック
ポリエステル70％ 毛30％

ブラウス U8732
本体価格 ¥9,500 + 税
カラー13

ベスト U5923
本体価格 ¥19,500 + 税
カラー13
ロイヤルチェック
ポリエステル70％ 毛30％

タイトスカート
U9924（54cm丈）
本体価格 ¥11,500 + 税
カラー10（ネイビー）
ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％

ブラウス U8800
本体価格 ¥8,800 + 税
カラー13
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スマホ対応内ポケット
位置と袋布の形状を工夫した内
ポケットは、スマホの出し入れが
スムーズで、落ちにくく安心。
ジャケット U2923
本体価格 ¥30,000 +税
カラー13

ベスト U5923
本体価格 ¥19,500 +税
カラー13

ジャケット U2923
本体価格 ¥30,000 +税
カラー18

ベスト U5923
本体価格 ¥19,500 + 税
カラー18

ジャケット U2924
本体価格 ¥26,000 + 税
カラー10（ネイビー）

ベスト U5924
本体価格 ¥16,000 + 税
カラー10（ネイビー）

ロイヤルチェック
ポリエステル70％ 毛30％

ロイヤルチェック
ポリエステル70％ 毛30％

ロイヤルチェック
ポリエステル70％ 毛30％

ロイヤルチェック
ポリエステル70％ 毛30％

ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％

ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％

カーブベルト
体の曲線に沿ったカーブベルト
で、
お腹回りがとてもラク。不快な
締め付け感を軽減しました！

ネームホール
（ジャケット・ベスト）

胸ポケットの外側中央に、ペンを
挿しても邪魔にならないネーム
ホールを付けました。

パイピング
（ジャケット・ベスト・ワンピース）

個性的な表情を際立たせる、さ
りげなくおしゃれなカラーパイピ
ングのアクセント。

後ろゴム＆脇ファスナー
ウエストは後ろゴム仕様で、圧
迫 感によるストレスを解 消 。脇
ファスナーでシワを軽減し後ろ
姿もすっきりきれい！

七分袖ワンピース U4923
本体価格 ¥33,000 +税
カラー13
身頃（無地）／ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％
スカート
（柄）／ロイヤルチェック
ポリエステル70％ 毛30％

本体価格

Aラインスカート
U9923（54cm丈）
¥15,000 +税
カラー13

七分袖ワンピース U4923
本体価格 ¥33,000 +税
カラー18

ロイヤルチェック
ポリエステル70％ 毛30％

身頃（無地）／ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％
スカート
（柄）／ロイヤルチェック
ポリエステル70％ 毛30％

ジャケット U2924
本体価格 ¥26,000 + 税
カラー20（ブラック）

ベスト U5924
本体価格 ¥16,000 + 税
カラー20（ブラック）

ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％

ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％

Aラインスカート
U9923（54cm丈）
¥15,000 + 税
カラー18
本体価格

ロイヤルチェック
ポリエステル70％ 毛30％

ポリエステルストレッチ素材［エスビロン］

抜群の
伸縮性！

すぐれたストレッチ性と
見た目の美しさを両立させた
「エスビロン」は、
次の４つの特長が魅力です。

シークレットスマホポケット（ベスト）

実用新案登録 第 3211918 号

右脇に機能性を考慮したスマホ対応ポケットを付けました。大きめのスマ
ホも余裕で入ります。ポケットの上側はかぶせる仕様で、かがんでも落ち
にくく、スマホを入れてもポケットが目立たずすっきり！

❶高ストレッチ性能と高回復力
❷適度なハリ・コシ、反撥性と高ドレープ性を持った風合い
❸体の動きにフィットする着心地のよさ
❹縫製が容易なため美しい製品の仕立て映え
素材提供：帝人フロンティア株式会社
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ウルトラ ストレッチ

体の動きにフィットし、織り柄も美しい「ウルトラストレッチ」のボトムセレクト。
スカートはラクな着心地の後ろゴム入りをピックアップしました。
スタイルに合わせてお好みのデザインをお選びください。
ラ

フ
ク ＆ ィット

後ろゴム
入り
スカート

膝曲げが
スムーズ！

抜群の
伸縮性！

後ろウエストのゴム使いで、
締め付け感がなく、とてもラクな着心地。
ベストを着用しても、
ゴムのギャザーはひびかないので
スマートなシルエット。
ポリエステルストレッチ素材［エスビロン］

シークレット
タイト
スカート
ラクな
着心地
ポイント！

とてもラクなのに、
とてもきれいなシルエット。
"タイトが好き"という声に
お応えした、
シークレットタイトスカート。

カーブベルト
（ U9828・U9924・U9925・U7336C・U7924P）

体の曲線に沿ったカーブベルトで、
お腹回りがとてもラク。不快な締め
付け感を軽減しました！

P.182
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タイトスカート
U9924（54cm丈）
本体価格 ¥11,500 +税
カラー20（ブラック）

タイトスカート
U9336（54cm丈）
本体価格 ¥10,500 +税
カラー20（ブラック）

Aラインスカート
U9925（54cm丈）
本体価格 ¥12,500 +税
カラー20（ブラック）

Aラインスカート
U9828（54cm丈）
本体価格 ¥11,500 +税
カラー20（ブラック）

ラップキュロット
U7336C
本体価格 ¥12,000 + 税
カラー20（ブラック）

ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％

ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％

ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％

ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％

ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％

パンツ
U7337P（セミローライズ）
U7338P（ベーシック）
本体価格 ¥14,000 + 税
カラー20（ブラック）
ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％

テーパードパンツ（受注生産品）
U7924P（セミローライズ）
本体価格 ¥15,000 +税
カラー20（ブラック）
ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％

スプリングカン
（ラップキュロット）

伸縮自在なスプリングカン仕様で、
とてもラクな着心地を１日中キープ！

023

ほっそり着映えする
カラーストライプで、
洗練のハンサムスタイルを表現。
シックなカラーストライプのセットアップは、
ストレッチが効いてきれいに着こなせるコンシャスシルエット。
ほっそり、すっきり見えるスタイルを実現しています。
ジャケットは脇ポケットに、ベストは脇ポケットと後ろウエストに
サテンをあしらっておしゃれなアクセントに。
洗練されていて好感度の高いスタイリングは、
接客や営業、一般事務まで、幅広いシーンに対応できます。

スタイリッシュな
カラーストライプ素材は、
ストレッチ性があって
動きにフィッ
動きに
ィット！

ジャケット U2926 本体価格 ¥26,000 + 税 カラー19
ベスト U5926 本体価格 ¥15,000 +税 カラー19
タイトスカート U9926 本体価格 ¥12,500 +税 カラー19
ブラウス U8920 本体価格 ¥8,300 +税 カラー21

ジャケット U2926
ウールマークブレンド

¥26,000 + 税
カラー10（ネイビー）
本体価格

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

パンツ（受注生産品）
U7927P（セミローライズ）
ウールマークブレンド

¥16,000 + 税
カラー10（ネイビー）
本体価格

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

ニットブラウス U8832
本体価格 ¥9,500 + 税
カラー21
リボン OP738
本体価格 ¥3,300 + 税
カラー11
※ベルトは参考商品。
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ジャケット U2926
本体価格 ¥26,000 +税
カラー10
タイトスカート U9926
本体価格 ¥12,500 +税
カラー10
ブラウス U8034
本体価格 ¥7,300 + 税
カラー11
リボン OP740
本体価格 ¥3,800 + 税
カラー11

ジャケット U2926
ウールマークブレンド

¥26,000 +税
カラー10（ネイビー）
本体価格

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

タイトスカート
U9926（55cm丈）
ウールマークブレンド

¥12,500 +税
カラー10（ネイビー）
本体価格

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

ブラウス U8034
本体価格 ¥7,300 +税
カラー11

ベスト U5926
本体価格 ¥15,000 +税
カラー10

リボン OP740
本体価格 ¥3,800 +税
カラー11

Aラインスカート U9927
本体価格 ¥12,000 +税
カラー10
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ブラウス U8631
本体価格 ¥8,200 + 税
カラー21
リボン OP741
本体価格 ¥5,200 + 税
カラー11

027

ベスト U5926
ウールマークブレンド

ベスト U5926
ウールマークブレンド

本体価格

¥15,000 +税
カラー19（グレイ）

¥15,000 + 税
カラー19（グレイ）

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

タイトスカート
U9926（55cm丈）

Aラインスカート
U9927（54cm丈）

ウールマークブレンド

本体価格

ウールマークブレンド

本体価格

¥12,500 +税
カラー19（グレイ）

¥12,000 + 税
カラー19（グレイ）

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

ブラウス U8130
本体価格 ¥8,600 +税
カラー21

ニットブラウス U8832
本体価格 ¥9,500 + 税
カラー22

スカーフリボン OP728
本体価格 ¥4,400 +税
カラー22

リボン OP741
本体価格 ¥5,200 + 税
カラー22
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本体価格

029

スマホ対応内ポケット
位置と袋布の形状を工夫した内
ポケットは、スマホの出し入れが
スムーズで、落ちにくく安心。

ネームホール
（ジャケット・ベスト）

胸ポケットの外側中央に、ペンを
挿しても邪魔にならないネーム
ホールを付けました。

ジャケット U2926
ウールマークブレンド

脇ポケット
（ジャケット・ベスト）

ベスト U5926
ウールマークブレンド

ジャケット U2926
ウールマークブレンド

ベスト U5926
ウールマークブレンド

本体価格

¥26,000 + 税
カラー10（ネイビー）

本体価格

¥15,000 + 税
カラー10（ネイビー）

本体価格

¥26,000 +税
カラー19（グレイ）

¥15,000 + 税
カラー19（グレイ）

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

タイトスカート
U9926（55cm丈）

Aラインスカート
U9927（54cm丈）

タイトスカート
U9926（55cm丈）

Aラインスカート
U9927（54cm丈）

本体価格

微光沢がきれいなサテンを脇ポ
ケット口にほどこして、
明るい印象
に。

スリムパネル＆立体パターン
細身のパーツを組み合わせた片側6面体
パターンによるスリムパネル。
さらに後脇へ
斜めに入れた切り替えでヒップに適度な
ゆとりをつくり、より体に沿った美しいシル
エットを実現する立体パターンを採用。

シークレットスマホポケット
（ベスト）

実用新案登録 第 3211918 号

右脇に機能性を考慮したスマホ対
応ポケットを付けました。大きめの
スマホも余裕で入ります。ポケット
の上側はかぶせる仕様で、かがん
でも落ちにくく、スマホを入れても
ポケットが目立たずすっきり！

バックスタイル
（ベスト）

後ろウエストに入れたサテンが
スタイルアップ 効果を発揮。

ウールマークブレンド

カーブベルト
（スカート・ラップキュロット）

体の曲線に沿ったカーブベルト
で、
お腹回りがとてもラク。不快な
締め付け感を軽減しました！

ウールマークブレンド

ウールマークブレンド

ウールマークブレンド

本体価格

¥12,500 + 税
カラー10（ネイビー）

本体価格

¥12,000 + 税
カラー10（ネイビー）

本体価格

¥12,500 +税
カラー19（グレイ）

¥12,000 + 税
カラー19（グレイ）

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

本体価格

スプリングカン
（ラップキュロット）

伸縮自在なスプリングカン仕様
で、とてもラクな着心地を１日中
キープ！

ジャケット U2926
ウールマークブレンド

¥26,000 +税
カラー19（グレイ）
本体価格

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

後ろゴム＆脇ファスナー
（スカート）

Aラインスカート
U9927（54cm丈）

ウエストは後ろゴム仕様で、圧
迫 感によるストレスを解 消 。脇
ファスナーでシワを軽減し後ろ
姿もすっきりきれい！

ウールマークブレンド

後ろゴム
（パンツ）

後 ろウ エ ストの ゴ ム 使 い で 、
締め付け感がなく、しゃがんでも
しっかり体にフィット。

ラップキュロット（受注生産品）
U7926C

ラップキュロット（受注生産品）
U7926C

ウールマークブレンド

ウールマークブレンド

本体価格

¥14,500 + 税
カラー10（ネイビー）

¥14,500 + 税
カラー19（グレイ）

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

本体価格

¥12,000 +税
カラー19（グレイ）
本体価格

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

ニットブラウス U8832
本体価格 ¥9,500 +税
カラー21

パンツ（受注生産品）
U7927P（セミローライズ）
ウールマークブレンド

ウエストカーブ
（パンツ）

体の線に沿ったカーブで、お腹
回りがすっきりとラクな仕上がり。
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パンツ（受注生産品）
U7927P（セミローライズ）
ウールマークブレンド

本体価格

¥16,000 +税
カラー10（ネイビー）

¥16,000 + 税
カラー19（グレイ）

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

ノーブルカラーストライプ
ポリエステル50％ 毛50％

本体価格
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動きに
フィットする
快適ニット。

上品で華のある大柄チェックと
無地のニットとのマッチングがつくる、
クチュール感あふれる着こなし。

ウール混の上質感と
洗練されたデザインが、
働く女性をオシャレに演出。

ほんのりとした色調のピンクとイエローをあしらった
大柄チェックで生まれる、女性らしい優雅な印象。
コーディネートする無地は、上質なウール混の素材を採用した
カルゼ組織のニット素材で、動きやすく着心地もやわらか。
ディテールには、メタリックパイピングやサテン配色でアクセントを。
さらにチェックベストの襟はクチュール感を高めたデザインで
クラスアップな装いを演出します。
ジャケット U2928 本体価格 ¥27,000 +税 カラー20
Aラインスカート U9928 本体価格 ¥12,000 +税 カラー20
ブラウス U8920 本体価格 ¥8,300 + 税 カラー20
リボン OP740 本体価格 ¥3,800 +税 カラー12

ジャケット U2928
本体価格 ¥27,000 + 税
カラー10（ネイビー）
カルゼニット
ポリエステル80％ 毛20％

パンツ（受注生産品）
U7928P（セミローライズ）
本体価格 ¥16,000 + 税
カラー10（ネイビー）
カルゼニット
ポリエステル80％ 毛20％

ブラウス U8732
本体価格 ¥9,500 + 税
カラー13
※ベルトは参考商品。
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033

ベスト U5928
本体価格 ¥16,000 + 税
カラー10（ネイビー）
ベスト U5931
¥19,000 +税
カラー10（ネイビー）
本体価格

パフュームチェック
ポリエステル100％

セミフレアスカート
U9929（55cm丈）
本体価格 ¥12,500 +税
カラー10（ネイビー）
カルゼニット
ポリエステル80％ 毛20％

ブラウス U8330
本体価格 ¥6,500 +税
カラー22
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カルゼニット
ポリエステル80％ 毛20％

Aラインスカート
U9931（54cm丈）
本体価格 ¥14,000 + 税
カラー10（ネイビー）
パフュームチェック
ポリエステル100％

ニットブラウス U8832
本体価格 ¥9,500 + 税
カラー21
リボン OP741
本体価格 ¥5,200 + 税
カラー22
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ジャケット U2928
本体価格 ¥27,000 +税
カラー20（ブラック）
カルゼニット
ポリエステル80％ 毛20％

ベスト U5931
本体価格 ¥19,000 +税
カラー20（ブラック）
パフュームチェック
ポリエステル100％

セミフレアスカート
U9929（55cm丈）
本体価格 ¥12,500 +税
カラー20（ブラック）
カルゼニット
ポリエステル80％ 毛20％

ブラウス U8631
本体価格 ¥8,200 +税
カラー21
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ベスト U5931
本体価格 ¥19,000 + 税
カラー20（ブラック）
パフュームチェック
ポリエステル100％

Aラインスカート
U9928（54cm丈）
本体価格 ¥12,000 + 税
カラー20（ブラック）
カルゼニット
ポリエステル80％ 毛20％

ブラウス U8800
本体価格 ¥8,800 + 税
カラー21
リボン OP741
本体価格 ¥5,200 + 税
カラー15
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スマホ対応内ポケット
位置と袋布の形状を工夫した内
ポケットは、スマホの出し入れが
スムーズで、落ちにくく安心。

ジャケット U2928
本体価格 ¥27,000 + 税
カラー20（ブラック）

ベスト U5928
本体価格 ¥16,000 +税
カラー20（ブラック）

ベスト U5931
本体価格 ¥19,000 + 税
カラー20（ブラック）

カルゼニット
ポリエステル80％ 毛20％

カルゼニット
ポリエステル80％ 毛20％

パフュームチェック
ポリエステル100％

ネームホール
（ジャケット・ベスト）

胸ポケットの外側中央に、ペンを
挿しても邪魔にならないネーム
ホールを付けました。

バックスタイル
（ジャケット・U5928）

女性らしい印象の後ろペプラム
は、腰高効果でスタイルよく見え
ます。

Aラインスカート
U9928（54cm丈）
¥12,000 + 税
カラー20（ブラック）

セミフレアスカート
U9929（55cm丈）
本体価格 ¥12,500 +税
カラー20（ブラック）

Aラインスカート
U9931（54cm丈）
本体価格 ¥14,000 + 税
カラー20（ブラック）

カルゼニット
ポリエステル80％ 毛20％

カルゼニット
ポリエステル80％ 毛20％

パフュームチェック
ポリエステル100％

本体価格

サテン＆メタリックパイピング
（ベスト）

さりげなく主張するサテンとメタ
リックパイピングが、上品なアク
セント。
（ジャケットはパイピング
のみ）

膝曲げが
スムーズ！

ベスト U5928
¥16,000 +税
カラー20（ブラック）
本体価格

カーブベルト

カルゼニット
ポリエステル80％ 毛20％

（スカート）

体の曲線に沿ったカーブベルト
で、お腹回りがとてもラク。不快な
締め付け感を軽減しました！

Aラインスカート
U9928（54cm丈）
本体価格 ¥12,000 +税
カラー20（ブラック）

リボン OP740
本体価格 ¥3,800 +税
カラー13
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ウエストは後ろゴム仕様で、圧
迫 感によるストレスを解 消 。脇
ファスナーでシワを軽減し後ろ
姿もすっきりきれい！

ニットなので、大きな動きを遮ら
ないスムーズな履き心地。丈夫
なので膝ヌケしにくい。

カルゼニット
ポリエステル80％ 毛20％

ブラウス U8034
本体価格 ¥7,300 +税
カラー13

後ろゴム＆脇ファスナー
（スカート ）

シークレットスマホポケット
（ベスト）

パンツ（受注生産品）
U7928P（セミローライズ）
本体価格 ¥16,000 + 税
カラー20（ブラック）
カルゼニット
ポリエステル80％ 毛20％

ウエストカーブ
（パンツ）

体の線に沿ったカーブで、お腹
回りがすっきりとラクな仕上がり。

後ろゴム
（パンツ）

実用新案登録 第 3211918 号

右脇に機能性を考慮したスマホ対
応ポケットを付けました。大きめの
スマホも余裕で入ります。ポケット
の上側はかぶせる仕様で、かがん
でも落ちにくく、スマホを入れても
ポケットが目立たずすっきり！

後 ろウ エ ストの ゴ ム 使 い で 、
締め付け感がなく、しゃがんでも
しっかり体にフィット。
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袖ぐりには、
汗の臭いが気にならない
消臭テープ

左

ブラウス U8920
袖ぐり消臭テープ付

¥8,300 + 税
カラー21
本体価格

エアリーチェック
ポリエステル100％

Aラインスカート
U9925（54cm丈）
本体価格 ¥12,500 +税
カラー10（ネイビー）
ウルトラストレッチ
複合繊維（ポリエステル）50％
ポリエステル50％

スカーフタイブラウス、新登場。
おしゃれな表情と、
2WAYストレッチの着心地のよさ。

右

ブラウス U8920
袖ぐり消臭テープ付

1枚で着ても様になる、
スタンドカラーからつづくスカーフタイのデザインが、
さりげなくおしゃれな表情をつくる新しいブラウスが登場しました。
タテ・ヨコともに伸びる2WAYストレッチで
動きやすく、
しかもイージケア。
袖口は折り曲げて、
ダブルカフスにしても着られます。
トレンドのグレイッシュなカラーバリエーションをそろえました。

¥8,300 + 税
カラー20（ブラック）
本体価格

エアリーチェック
ポリエステル100％

パンツ
U7825P（セミローライズ）
本体価格 ¥16,000 +税
カラー19（ミックスグレイ）
ミクスチャーニット
ポリエステル92％ 毛8％

※ベルトは参考商品。

2WAYストレッチ
タテ・ヨコともに伸縮する
2WAYストレッチで、
動きやすく、
フィット感も抜群！

ブラウス U8920
袖ぐり消臭テープ付

¥8,300 +税
カラー23
本体価格

エアリーチェック
ポリエステル100％
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カラー23（ペールピンク）

カラー21（ホワイト）

カラー19（グレイ）

カラー10（ネイビー）

カラー20（ブラック）

041

きれいなシルエットで、
腰までカバーする安心感。
ハイウエスト部分にほどよい絞りを入れて、
きれいなシルエットを意識しました。
前を開けて着てもからだにフィットして、きちんとした印象を
キープします。ロングタイプですから、腰までカバーできて安心。
脇ポケットも便利です。合わせやすい４色で展開します。

腰回りをカバーするロング丈で安心の着用感。

カラー10
カラ
10（ネ
（ネイビー）

カラー19（グレイ）

カラー20（ブラック）

カーディガン U1920
本体価格 ¥6,800 + 税
カラー20（ブラック）
スマートニット
ポリエステル54％ ナイロン20％
アクリル20％ 毛6％

タイトスカート
U9825（54cm丈）
本体価格 ¥13,000 + 税
カラー19（ミックスグレイ）
ミクスチャーニット
ポリエステル92％ 毛8％

カーディガン U1920
本体価格 ¥6,800 +税
カラー19
セミフレアスカート U9929
本体価格 ¥12,500 +税
カラー20
ニットブラウス U8832
本体価格 ¥9,500 +税
カラー21
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カラー29（チャコールグレイ）

ブラウス U8732
本体価格 ¥9,500 + 税
カラー21

カーディガン U1920
本体価格 ¥6,800 + 税
スマートニット
ポリエステル54％ ナイロン20％
アクリル20％ 毛6％
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