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❹夏らしい麻調のニュアンスと
　接触冷感の涼やかさが魅力の、チェックスタイル。

❺ニットならではの動きやすさと
　着心地のよさを、きれいに着こなす。

❻おしゃれなスタイリングを提案する、
　 3WAYブラウス。

❶ノーカラーの襟元やリボン使いで、
　大人かわいい印象に。

❷意匠糸効果で生まれた、
　表面感のあるボーダーがエレガント。

❸春夏の濃色を軽やかに着こなす、
　エレガントなデザインとディテール。
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春夏を、
いっそう快適に、
もっとおしゃれに。

メッシュや麻調など、上質で涼しい素材を選び抜いて。

ノーカラーやリボン使いでエレガントやキュートを思いのままに。

ボーダーやチェックで春夏らしい軽やかさを演出して。

意匠糸の効果で生まれる爽やかな表情も。そしてニットならではの着心地のよさも。

2019年春夏のオフィススタイルを、いっそう快適に、もっとおしゃれに、

という思いをこめたユニレディの新しい着こなしがそろいました。
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ノーカラーの襟元や
リボン使いで、

大人かわいい印象に。
涼しいメッシュ素材で肌触りもさらっと心地よく。

色合いがきれいなカスリ糸をあしらって、キュートな表情。
前身頃をアシンメトリーにして軽やかな動きを出したサマージャケットに、

ベストとツーピース見えのワンピースをそろえて、
さまざまなシーンに対応します。

サマージャケット U21950
本体価格 ¥19,500+税
カラー20
Aラインスカート U91950
本体価格 ¥14,000+税
カラー20
スカーフ OP463
本体価格 ¥4,500+税
カラー20

半袖ワンピース U41950 本体価格 ¥28,000+税  カラー20
スカーフ OP458 本体価格 ¥8,800+税  カラー13

半袖ワンピース U41950
本体価格 ¥28,000+税
カラー20
コサージュ OP904
本体価格 ¥4,200+税
カラー20

ベスト U51950
本体価格 ¥18,000+税
カラー20
フレアスカート U91652
本体価格 ¥9,500+税
カラー20
半袖ブラウス U81950
本体価格 ¥9,800+税
カラー20
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袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21950

本体価格 ¥19,500+税
カラー20（ブラック）
メロウギンガム
ポリエステル95％ アクリル5％ 

Aラインスカート 
U91952（54cm丈）
本体価格 ¥9,500+税
カラー20（ブラック）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

半袖ブラウス U81750
本体価格 ¥7,700+税
カラー21

ベスト U51950
（背抜き）（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥18,000+税
カラー20（ブラック）
メロウギンガム
ポリエステル95％ アクリル5％ 

タイトスカート 
U91750（53cm丈）
本体価格 ¥8,500+税
カラー20（ブラック）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

左 右

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21950

本体価格 ¥19,500+税
カラー20（ブラック）
メロウギンガム
ポリエステル95％ アクリル5％ 

リボン OP739
本体価格 ¥1,800+税
カラー20（ブラック）

Aラインスカート 
U91950（54cm丈）
本体価格 ¥14,000+税
カラー20（ブラック）
メロウギンガム
ポリエステル95％ アクリル5％

006 007



サマージャケットには、
クリップ仕様のオプションリボンが留められる

テープを付けました。

サマージャケット U21950
本体価格 ¥19,500+税
カラー19
セミフレアスカート U91651
本体価格 ¥9,500+税
カラー19
リボン OP739
本体価格 ¥1,800+税
カラー19

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21950

本体価格 ¥19,500+税
カラー19（グレイ）
メロウギンガム
ポリエステル95％ アクリル5％ 

Aラインスカート 
U91950（54cm丈）
本体価格 ¥14,000+税
カラー19（グレイ）
メロウギンガム
ポリエステル95％ アクリル5％ 

コサージュリボン OP729
本体価格 ¥6,100+税
カラー13

リボン OP739  本体価格 ¥1,800+税
ポリエステル100％ （タテ6.5cm/ヨコ12cm）
※クリップ付

カラー20（ブラック）

カラー19（グレイ）

スカーフ OP457
本体価格 ¥3,800+税
カラー14

半袖ワンピース U41950
（上身頃トリコット裏地使用）
本体価格 ¥28,000+税
カラー19（グレイ）
身頃（柄）／メロウギンガム 
               ポリエステル95％ アクリル5％
スカート（無地）／ノーブルカルゼ 
                       ポリエステル100％

★同素材のスカートは
　P45参照。

008 009



ボタン（サマージャケット•ベスト）
コロンとしたフォルムがかわい
いシルバーコンビボタン。

脇ポケット（サマージャケット•ベスト）
リボン風のポケットがキュート
な表情をプラス。

バックスタイル（ワンピース）
ツーピース見えのワンピースは、ふんわり
フレアのぺプラムで後ろ姿もフェミニン
な印象に。

背抜き仕様（ベスト）
通気性のよい背抜き仕様で
快適な着心地。

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21950

本体価格 ¥19,500+税
カラー20（ブラック）
メロウギンガム
ポリエステル95％ アクリル5％ 

ベスト U51950
（背抜き）（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥18,000+税
カラー20（ブラック）
メロウギンガム
ポリエステル95％ アクリル5％ 

ベスト U51950
（背抜き）（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥18,000+税
カラー19（グレイ）
メロウギンガム
ポリエステル95％ アクリル5％ 

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21950

本体価格 ¥19,500+税
カラー19（グレイ）
メロウギンガム
ポリエステル95％ アクリル5％ 

風が通る涼しさ

高通気

シークレット
スマホポケット

ベスト

見た目すっきり！

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。

ユニレディのオリジナルデザインです。

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。

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！

実用新案登録 第 3211918 号

※通気性が必要とされる夏物衣料に対する
基準値は、50㎤/㎠・S以上。
[JIS-L-1096A法]（フラジール形法）  

cm3/cm2・S

ベスト U51950 本体価格 ¥18,000+税  カラー19
Aラインスカート U91952 本体価格 ¥9,500+税  カラー19
半袖ブラウス U81950 本体価格 ¥9,800+税  カラー23

半袖ワンピース U41950
（上身頃トリコット裏地使用）
本体価格 ¥28,000+税
カラー19（グレイ）
身頃（柄）／メロウギンガム 
               ポリエステル95％ 
　　　　　アクリル5％
スカート（無地）／ノーブルカルゼ 
                       ポリエステル100％

半袖ワンピース U41950
（上身頃トリコット裏地使用）
本体価格 ¥28,000+税
カラー20（ブラック）
身頃（柄）／メロウギンガム 
               ポリエステル95％ 
　　　　　アクリル5％
スカート（無地）／ノーブルカルゼ 
                       ポリエステル100％
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サマージャケット U21951 本体価格 ¥21,000+税  カラー11
Aラインスカート U91951 本体価格 ¥13,500+税  カラー11

Aラインスカート 
U91952（54cm丈）
本体価格 ¥9,500+税
カラー10（ネイビー）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21951

本体価格 ¥21,000+税
カラー11
グロスボーダー ポリエステル70％ 毛12％
レーヨン9％ アクリル6％ ナイロン3％ 

意匠糸効果で生まれた、
表面感のあるボーダーが

エレガント。
ラメ入りボーダー素材に、

白のラインを強調して爽やかな印象に。
セットのシフォンリボンは2枚重ねでふんわりフェミニン。

襟元やポケットに、ベストは後ろウエストにも、
濃色サテンに白のパイピングで

コントラストの効いたアクセントを付けました。
同素材のスカートと合わせたセットアップもおすすめ。
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ボタン（サマージャケット•ベスト）
ニュアンスのある濃淡がスタイ
リッシュなボタン。

シークレットスマホポケット
（ベスト）

右脇に付けたスマホ対応ポケッ
トは、上側はかぶせる仕様で、
かがんでも落ちにくく、スマホ
を入れても目立たずすっきり！

実用新案登録 第 3211918号

バックスタイル（ベスト）
白パイピングが効いた
濃色切り替えで腰高効果を発揮。

背抜き仕様（ベスト）
通気性のよい背抜き仕様で
快適な着心地。

※通気性が必要とされる夏物衣料に対する
基準値は、50㎤/㎠・S以上。
[JIS-L-1096A法]（フラジール形法）  

cm3/cm2・S

リボン（サマージャケット）
シフォンの透け感が涼しげな
リボン。

リボンを外しても様になるサテ
ン使いの上品な襟元。

ベスト U51951
（背抜き）（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥19,000+税
カラー11
グロスボーダー ポリエステル70％ 毛12％
レーヨン9％ アクリル6％ ナイロン3％ 

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21951

本体価格 ¥21,000+税
カラー11
グロスボーダー ポリエステル70％ 毛12％
レーヨン9％ アクリル6％ ナイロン3％ 

ベスト U51951
（背抜き）（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥19,000+税
カラー19（グレイ）
グロスボーダー ポリエステル70％ 毛12％
レーヨン9％ アクリル6％ ナイロン3％ 

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21951

本体価格 ¥21,000+税
カラー19（グレイ）
グロスボーダー ポリエステル70％ 毛12％
レーヨン9％ アクリル6％ ナイロン3％ 

半袖ニットブラウス U81850
本体価格 ¥9,000+税
カラー21
リボン OP738
本体価格 ¥3,300+税
カラー11

ベスト U51951
（背抜き）（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥19,000+税
カラー11
グロスボーダー ポリエステル70％ 毛12％
レーヨン9％ アクリル6％ ナイロン3％ 

タイトスカート 
U91450（53cm丈）
本体価格 ¥8,000+税
カラー10（ネイビー）
エアリーカルゼ 
ポリエステル100％

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21951

本体価格 ¥21,000+税
カラー19（グレイ）
グロスボーダー ポリエステル70％ 毛12％
レーヨン9％ アクリル6％ ナイロン3％ 

Aラインスカート 
U91951（54cm丈）
本体価格 ¥13,500+税
カラー19（グレイ）
グロスボーダー ポリエステル70％ 毛12％
レーヨン9％ アクリル6％ ナイロン3％ 

風が通る涼しさ

高通気

★同素材の
　スカートは
　P45参照。
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Aラインスカート 
U91952（54cm丈）
本体価格 ¥9,500+税
カラー20（ブラック）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

半袖ブラウス U8932
本体価格 ¥3,800+税
カラー21
リボン OP735
本体価格 ¥3,900+税
カラー13

ベスト U51951
（背抜き）（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥19,000+税
カラー19（グレイ）
グロスボーダー ポリエステル70％ 毛12％
レーヨン9％ アクリル6％ ナイロン3％ 

タイトスカート 
U91750（53cm丈）
本体価格 ¥8,500+税
カラー20（ブラック）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21951

本体価格 ¥21,000+税
カラー19（グレイ）
グロスボーダー ポリエステル70％ 毛12％
レーヨン9％ アクリル6％ ナイロン3％ 
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サマージャケット U21952 本体価格 ¥15,000+税  カラー10
セミフレアスカート U91651 本体価格 ¥9,500+税  カラー10

右／リボン OP738 本体価格 ¥3,300+税  カラー11

セミフレアスカート 
U91651（53cm丈）
本体価格 ¥9,500+税
カラー10（ネイビー）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21952

本体価格 ¥15,000+税
カラー10（ネイビー）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

春夏の濃色を
軽やかに着こなす、
エレガントなデザインと

ディテール。
薄手のポリエステル素材ならではの、着心地の軽さがうれしい着こなし。

濃色ベースに白のパイピングのコントラストが映えて、
エレガントな中にも軽快な印象。
セットリボンでキュートに。

オプションリボンで華やかな表情を演出できます。
前身頃をアシンメトリーにした、動きのあるデザインです。
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サマージャケット U21952
本体価格 ¥15,000+税
カラー20
セミフレアスカート U91651
本体価格 ¥9,500+税
カラー20

サマージャケット U21952
本体価格 ¥15,000+税
カラー19
Aラインスカート U91952
本体価格 ¥9,500+税
カラー19

Aラインスカート 
U91952（54cm丈）
本体価格 ¥9,500+税
カラー19（グレイ）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

リボン OP738
本体価格 ¥3,300+税
カラー15

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21952

本体価格 ¥15,000+税
カラー19（グレイ）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

リボン OP738
本体価格 ¥3,300+税
カラー12

セミフレアスカート 
U91651（53cm丈）
本体価格 ¥9,500+税
カラー20（ブラック）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21952

本体価格 ¥15,000+税
カラー20（ブラック）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％
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ボタン（サマージャケット•ベスト）
白ベースにシルバーリングが
爽やかなボタン。

シークレットスマホポケット
（ベスト）

右脇に付けたスマホ対応ポケッ
トは、上側はかぶせる仕様で、
かがんでも落ちにくく、スマホ
を入れても目立たずすっきり！

実用新案登録 第 3211918号

背抜き仕様（ベスト）
通気性のよい背抜き仕様で
快適な着心地。

リボン（サマージャケット）
サイドにあしらったチドリ柄のセット
リボンで洗練スタイルに。

白パイピングが映えるアシンメトリーな
襟元。リボンを外しても知的な印象。

ベスト U51952
本体価格 ¥14,000+税
カラー20
タイトスカート U91750
本体価格 ¥8,500+税
カラー20
半袖ブラウス U81551
本体価格 ¥8,700+税
カラー13

ベスト U51952
本体価格 ¥14,000+税
カラー19
セミフレアスカート U91651
本体価格 ¥9,500+税
カラー19
半袖ブラウス U81950
本体価格 ¥9,800+税
カラー21

ベスト U51952
本体価格 ¥14,000+税
カラー10
Aラインスカート U91952
本体価格 ¥9,500+税
カラー10
半袖ニットブラウス U81850
本体価格 ¥9,000+税
カラー21
リボン OP738
本体価格 ¥3,300+税
カラー12

ベスト U51952
（背抜き）（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥14,000+税
カラー20（ブラック）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

ベスト U51952
（背抜き）（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥14,000+税
カラー19（グレイ）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

ベスト U51952
（背抜き）（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥14,000+税
カラー10（ネイビー）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21952

本体価格 ¥15,000+税
カラー19（グレイ）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21952

本体価格 ¥15,000+税
カラー10（ネイビー）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21952

本体価格 ¥15,000+税
カラー20（ブラック）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％
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風が通る涼しさ

高通気
涼しい着用感

接触冷感

サマージャケット U21953 本体価格 ¥22,000+税  カラー19
マーメイドスカート U91452 本体価格 ¥8,500+税  カラー20

夏らしい麻調のニュアンスと
接触冷感の涼やかさが魅力の、

チェックスタイル。
さりげない色使いが新鮮な、クラシカル気分の大柄チェック。

素材は麻のような風合いで、
イージーケアも大きな特長です。

さらに、通気性が高く、接触冷感の機能を備えて、夏に最適。
サマージャケットの襟元にはリボンをあしらい、
後ろウエストにはタック使いのペプラムで、

後ろ姿もやわらかな印象に。

接触冷温感 評価値

※室温の+20℃に加熱した測定部を、
   室温の生地に接触させた時の最大熱吸収速度。
   0.2 以上が目安。

q-max（J/cm2・sec）

※通気性が必要とされる夏物衣料に対する
   基準値は、50㎤/㎠・S以上。
   [JIS-L-1096A法]（フラジール形法）  

cm3/cm2・S
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フレアスカート 
U91652（53cm丈）
本体価格 ¥9,500+税
カラー10（ネイビー）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21953

本体価格 ¥22,000+税
カラー16
ナチュールチェック
ポリエステル100％

半袖ブラウス U81750
本体価格 ¥7,700+税
カラー21

タイトスカート 
U91750（53cm丈）
本体価格 ¥8,500+税
カラー10（ネイビー）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

ベスト U51953
（背抜き）（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥19,000+税
カラー16
ナチュールチェック
ポリエステル100％

サマージャケットは、
胸元でクロスしたリボンがアクセント。
このリボンに、そして袖口やポケットにも

飾りテープをあしらって、
やさしげなチェック柄にかわいらしさをプラス。

ベストは、襟ぐりとポケットにネイビーの配色を効かせてすっきりと。
春夏らしいコントラストが爽やかなベストスタイルです。

サマージャケット、ベストともに、
バックスタイルはウエスト部分にタックを入れて、

ふんわりペプラム仕様にしています。

026 027



ボタン（サマージャケット•ベスト）
シルバーの装飾がエレガントな
雰囲気のボタン。

バックスタイル（サマージャケット・ベスト）
腰高に見せるぺプラムはふんわりタック
で軽やかに。

実用新案登録 第 3211918号

背抜き仕様（ベスト）
通気性のよい背抜き仕様で
快適な着心地。

装飾テープ（サマージャケット•ベスト）
全体を引き立てるデコラティブ
な装飾テープ。

シークレットスマホポケット（ベスト）

右脇に付けたスマホ対応ポケットは、
上側はかぶせる仕様で、かがんでも
落ちにくく、スマホを入れても目立た
ずすっきり！

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21953

本体価格 ¥22,000+税
カラー16
ナチュールチェック
ポリエステル100％

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21953

本体価格 ¥22,000+税
カラー19（グレイ）
ナチュールチェック
ポリエステル100％

ベスト U51953
（背抜き）（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥19,000+税
カラー16
ナチュールチェック
ポリエステル100％

ベスト U51953
（背抜き）（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥19,000+税
カラー19（グレイ）
ナチュールチェック
ポリエステル100％

Aラインスカート 
U91952（54cm丈）
本体価格 ¥9,500+税
カラー10（ネイビー）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

ベスト U51953
（背抜き）（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥19,000+税
カラー19（グレイ）
ナチュールチェック
ポリエステル100％

半袖ニットブラウス U81850
本体価格 ¥9,000+税
カラー21
リボン OP725
本体価格 ¥3,900+税
カラー13

028 029



Aラインスカート 
U91952（54cm丈）
本体価格 ¥9,500+税
カラー10（ネイビー）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21954

本体価格 ¥15,000+税
カラー10（ネイビー）
クールラインニット
ポリエステル100％

ニットならではの
動きやすさと着心地のよさを、

きれいに着こなす。
ボーダー使いに仕上げた、爽やかなニットスタイル。

胸元のフリルリボンアクセントや、切り替えで変化を持たせた
アシンメトリーのデザインがとても軽やか。

ベストは後ろウエストにも
濃色アクセントをあしらっています。

030 031



風が通る涼しさ

高通気 ※通気性が必要とされる夏物衣料に対する
  基準値は、50㎤/㎠・S以上。
  [JIS-L-1096A法]（フラジール形法）  

cm3/cm2・S

ベスト U51954
（背抜き）（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥15,000+税
カラー20（ブラック）
クールラインニット
ポリエステル100％

Aラインスカート 
U91952（54cm丈）
本体価格 ¥9,500+税
カラー20（ブラック）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

半袖ブラウス U81551
本体価格 ¥8,700+税
カラー20（ブラック）

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21954

本体価格 ¥15,000+税
カラー20（ブラック）
クールラインニット
ポリエステル100％

セミフレアスカート 
U91651（53cm丈）
本体価格 ¥9,500+税
カラー20（ブラック）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

サマージャケット U21954
本体価格 ¥15,000+税  カラー20
タイトスカート U91750
本体価格 ¥8,500+税  カラー20

032 033



ボタン（サマージャケット•ベスト）
お花のようなシルバーアクセ
ントがキュートなボタン。

襟元（サマージャケット）
涼しげなフラットカラーにフリ
ルリボンをあしらった大人かわ
いいデザイン。サテン使いが
アクセント。

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。

背抜き仕様（ベスト）
通気性のよい背抜き仕様で
快適な着心地。

シークレットスマホポケット
（ベスト）

右脇に付けたスマホ対応ポケッ
トは、上側はかぶせる仕様で、
かがんでも落ちにくく、スマホ
を入れても目立たずすっきり！

実用新案登録 第 3211918号

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21954

本体価格 ¥15,000+税
カラー10（ネイビー）
クールラインニット
ポリエステル100％

袖ぐり消臭テープ付
サマージャケット U21954

本体価格 ¥15,000+税
カラー20（ブラック）
クールラインニット
ポリエステル100％

ベスト U51954
（背抜き）（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥15,000+税
カラー20（ブラック）
クールラインニット
ポリエステル100％

ベスト U51954
（背抜き）（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥15,000+税
カラー10（ネイビー）
クールラインニット
ポリエステル100％

ベスト U51954
（背抜き）（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥15,000+税
カラー10（ネイビー）
クールラインニット
ポリエステル100％

タイトスカート 
U91750（53cm丈）
本体価格 ¥8,500+税
カラー10（ネイビー）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

半袖ブラウス U81551
本体価格 ¥8,700+税
カラー10（ネイビー）

リボン OP724
本体価格 ¥2,900+税
カラー11

高通気で
伸縮性に優れた
ニット素材

動きやすく
シワになりにくいだけでなく、
しっかりとした質感で
型崩れもしにくい！

快適
ニット！

034 035



半袖ブラウス U81950 本体価格 ¥9,800+税  カラー10
Aラインスカート U91951 本体価格 ¥13,500+税  カラー19 半袖ブラウス U81950

本体価格 ¥9,800+税
カラー10（ネイビー）
エアリーチェック 
ポリエステル100％

袖ぐり消臭テープ付

セミフレアスカート 
U91752（54cm丈）
（トリコット裏地）
本体価格 ¥13,000+税
カラー10（ネイビー）
クールドットニット
ポリエステル84％ 綿16％

半袖ブラウス U81950

本体価格 ¥9,800+税
カラー10（ネイビー）
エアリーチェック 
ポリエステル100％

袖ぐり消臭テープ付

テーパードパンツ
U71750P（セミローライズ）
本体価格 ¥13,000+税
カラー20（ブラック）
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

左

右

おしゃれな
スタイリングを提案する、
3WAYブラウス。

トレンドを意識したスタンドカラーのブラウスは、
1枚で３通りのアレンジが可能な3WAYスタイル。

セットリボンをウエストで結んで、おしゃれなオーバーブラウスとして。
リボン結びで胸元を飾って、遊びごころのあるきちんと感を楽しんで。

もちろん、リボンなしでシンプルに着こなしても。
タテヨコに伸びるストレッチ素材で、着やすさも抜群です。

036 037



カラー23（ペールピンク）

カラー19（グレイ）

カラー10（ネイビー）

カラー20（ブラック）

カラー21（ホワイト）

袖ぐりには、
汗の臭いが気にならない

消臭テープ

セミフレアスカート 
U91651（53cm丈）
本体価格 ¥9,500+税
カラー19（グレイ）
エアリーカルゼ 
ポリエステル100％

半袖ブラウス U81950

本体価格 ¥9,800+税
カラー23
エアリーチェック 
ポリエステル100％

袖ぐり消臭テープ付

Aラインスカート 
U91451（53cm丈）
本体価格 ¥8,000+税
カラー20（ブラック）
エアリーカルゼ 
ポリエステル100％

半袖ブラウス U81950

本体価格 ¥9,800+税
カラー19（グレイ）
エアリーチェック 
ポリエステル100％

袖ぐり消臭テープ付

ネームループ
左胸にはネームループを付けています。

後ろ襟ループ
リボンが上にずれないように襟の後ろに

ループを付けました。

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！

038 039



カラー21（ホワイト）

カラー11（ブルー）

カラー22（パープル）

カラー19（グレイ）

袖ぐりに付けた「デオドランテープ®」の
消臭作用が、汗などの臭いを軽減してくれます。
※汗などの臭気成分や消臭効果を感じる程度は
　人により異なります。

デオドランテープ®は、日本ダム㈱の登録商標です。

長袖ニットブラウス U8832

本体価格 ¥9,500+税
カラー22
シャンブレーストライプニット 
ポリエステル100％

袖ぐり消臭テープ付

半袖ニットブラウス U81850
本体価格 ¥9,000+税
カラー11

動きやすく、
素肌にさらっと
心地よく。
ニットのブラウス。
ニットですから、
とにかく動きやすく軽やかな着心地。
小さめのシャツカラーで
すっきりとしたデザインに仕上げました。
すぐれた吸汗速乾性を持つ
シャンブレー調の素材は、
編みを工夫してさらっとした肌触り。
白のストライプで春夏らしい表情に。
半袖と長袖をそろえています。

半袖ニットブラウス U81850

本体価格 ¥9,000+税
カラー21
シャンブレーストライプニット 
ポリエステル100％

袖ぐり消臭テープ付

リボン OP737
本体価格 ¥4,500+税
カラー12

Aラインスカート  
U91451（53cm丈）
本体価格 ¥8,000+税
カラー20（ブラック）
エアリーカルゼ 
ポリエステル100％

040 041



[ラメボーダー]
糸使いで立体的な表面感を出したボーダー柄に、
白とラメのラインを強調した爽やかな素材。

[ギンガムチェック]
ブラック、グレイのギンガムチェックに、多色のカスリ調の

ラインがアクセントになったキュートな素材。

後ろゴム（U91950,U91951,U91952）
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。

カーブベルト（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
な締め付け感がなくなりました！

スプリングカン
（U91651,U91652,U91750）

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！

脇ファスナー（スカート）
脇ファスナー仕様にすることで、
シワを軽減し後ろ姿もすっきり
きれい！

カラー10（ネイビー）

ラク
＆ フィット

後ろゴム
入り

ラク
＆ フィット

後ろゴム
入り

Aラインスカート 
U91952（54cm丈）
本体価格 ¥9,500+税
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

Aラインスカート 
U91950（54cm丈）
本体価格 ¥14,000+税
メロウギンガム
ポリエステル95％ アクリル5％ 

Aラインスカート 
U91951（54cm丈）
本体価格 ¥13,500+税
グロスボーダー ポリエステル70％ 毛12％
レーヨン9％ アクリル6％ ナイロン3％ 

カラー20（ブラック）

カラー19（グレイ）

春夏にふさわしい軽さや涼しさを叶える素材のバリエーションはもちろん、
洗濯機で洗えるなど、イージーケア性も備えて。

2019年春夏のユニレディは、ボトムのラインアップがいっそう充実。
コーデの魅力はさらに広がって、お気に入りの着こなしを自在に選べます。

コーデの魅力、
さらに広がる！

裾が広がりすぎず、着こなしやすい
Aラインスカート。ギンガムチェックは
無地と同型のベーシックタイプ。

ボーダーはサイドのボックスプリーツで
展開します。ともに、同素材のサマージャケット、
ベストと合わせたセットアップコーデが

おすすめ。

セットアップが
おすすめ！

セミフレアスカート 
U91651（53cm丈）
本体価格 ¥9,500+税
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

ラク
＆ フィット

後ろゴム
入り

ベーシックだからこそ、
上品な美しさが
求められる
Aラインスカート。
分量にこだわった
パターンで、
裾が広がりすぎない
大人シルエットを
実現しました。

ウエスト回りは
すっきりきれいに。
裾に向って自然に流れる
フロントのソフトプリーツが、
フェミニンな表情をつくる
セミフレアスカートです。

★同素材の
　サマージャケットと
   ベストは
　P11参照。

★同素材の
　サマージャケットと
   ベストは
　P14 -15参照。

カラー10（ネイビー）カラー20（ブラック） カラー19（グレイ）

カラー20（ブラック） カラー19（グレイ） カラー10（ネイビー）

カラー20（ブラック） カラー19（グレイ） カラー19（グレイ） カラー11

044 045



フレアスカート 
U91652（53cm丈）
本体価格 ¥9,500+税
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

ガウチョパンツ 
U71651P
本体価格 ¥12,000+税
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

タイトスカート 
U91750（53cm丈）
本体価格 ¥8,500+税
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％ テーパードパンツ

U71750P（セミローライズ）
本体価格 ¥13,000+税
ノーブルカルゼ 
ポリエステル100％

カーブベルト
体の線に沿ったカーブベルト
で、お腹回りがすっきりとラク
な仕上がり。

後ろゴム（ガウチョパンツ）
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。

ラク
＆ フィット

後ろゴム
入り

脚をきれいに見せてくれる、
すっきりシンプルな
シルエットにこだわった
タイトスカートです。
上品で端正な印象の
着こなしの
キーアイテムです。

ヒップや太ももを気にせず
履けるテーパードパンツです。
ほどよく足首が見える丈感で、
ヒールと合わせて
スタイルアップ！ ダブルに
仕上げた裾がポイント。

女性らしいふわっと
やわらかな表情が生まれる
フレアスカートです。
ボリュームをもたせながら
軽い素材感で、
動きに合わせて
きれいに揺れます。

脚さばきラクラクで、
動きやすさ抜群！
後ろゴム入りで
着心地ゆったり。
エレガントな生地の
落ち感を楽しめる
機能性も備えた
ガウチョパンツです。

カラー10（ネイビー）

カラー20（ブラック）

カラー20（ブラック） カラー10（ネイビー）カラー20（ブラック） カラー10（ネイビー）

カラー20（ブラック） カラー10（ネイビー）

カラー20（ブラック） カラー10（ネイビー）

046 047


