2020

SPRING&
SUMMER

ユニレディ

とても美しく、とても涼
とても美
とても涼しく。
この季節に求められるのは、着心地のよさを大切にしながら、
働く女性たちの身になって考え抜かれた涼しさと美しさの両立。
ユニレディの2020SSは、素材そのものが持つ"涼と美"の高いクオリティにこだわったアイテムを、
それぞれのワークシーンにふさわしいバリエーションでそろえました。
ユニレディらしいきちんとした印象の中に、ほどよいトレンド感とフェミニンな表情。
この夏も、涼しく美しく、そしてあなたらしく。

ユニレディ 2020SSは、
女性らしさと、涼しさの夏を、今。

[クールフェミニン]
まいにちをさわやかに。
カラーで、素材で、機能性で、着て涼しく見て美しく。
そして、おしゃれなディテールも際立つレディスタイルこそ、
ユニレディのクールフェミニン！
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植物由来原料の
「サステイナブル素材」
採用。
やわらかなカラーの大柄チェックでそろえたシリーズは、
サステイナブル素材として注目の
コットンから生まれた再生セルロース繊維キュプラを採用。
夏に最適な高機能を発揮して、ひんやり涼しく、
さわやかな肌触りが心地いい。
後ろタック入りペプラム仕様でフェミニンな印象を高め、
サマージャケットの襟にはニットを使用して、
やわらかな肌触りに仕上げました。

サマージャケット U22050
袖ぐり消臭テープ付

¥19,500 + 税
カラー11
本体価格

クールクラッシィチェック
ポリエステル85％ キュプラ15％

セミタイトスカート
U92055（54cm丈）
本体価格 ¥9,800 + 税
カラー10（ネイビー）
シャドーニット
ポリエステル100％

サマージャケット U22050 本体価格 ¥19,500 +税 カラー11／セミフレアスカート U92056 本体価格 ¥10,500 +税 カラー10
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サマージャケット U22050
袖ぐり消臭テープ付

¥19,500 +税
カラー13
本体価格

クールクラッシィチェック
ポリエステル85％ キュプラ15％

「あっ、涼しい！」
その裏付けは、素材が持つ高機能。

セミフレアスカート
U92056（55cm丈）
本体価格 ¥10,500 + 税
カラー19（チャコールグレイ）

ドライでさわやか

シャドーニット
ポリエステル100％

ムレ感を軽減

吸汗速乾

吸放湿性

涼しさ実感

ひんやり心地いい

高通気

接触冷感

通気度

接触冷温感評価値

cm3/cm2・S

※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-1096 A 法 ]（フラジール形法）

q-max（J/cm・sec）
2

※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。

やわらかなカラーの大柄チェック。
凹凸感のあるブッチャー組織で、肌離れがよい高通気素材です。
コットンから生まれた再生セルロース繊維キュプラを使用しているので、
吸放湿効果でムレを軽減し、接触冷感機能で夏にぴったりの着心地。
フルダル糸使用で透けにくく、
すぐれた吸汗速乾性でさらっと快適に保ちます。

カラー11（ブルー）
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カラー13（ピンク）
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ワンピースは上身頃がニット。
その伸縮性で着やすく動きやすく、
一日中快適な着心地で過ごせます。
一日中快適な着心地で過ごせま

リボンは取り外して
着こなせます。
着こなせま

半袖ワンピース U42050
半袖ワンピース U42050
（上身頃トリコット裏地使用）
本体価格 ¥28,000 + 税

カラー11
身頃（無地）／シャドーニット
ポリエステル100％
スカート
（柄）／クールクラッシィチェック
ポリエステル85％ キュプラ15％
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（上身頃トリコット裏地使用）
本体価格 ¥28,000 + 税

カラー13
身頃（無地）／シャドーニット
ポリエステル100％
スカート
（柄）／クールクラッシィチェック
ポリエステル85％ キュプラ15％
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背抜き仕様
（ベスト）

トリコット裏地を使用した
涼しい着心地の背抜き仕様。
設定温度高めのオフィスでも
風が通る気持ちよさ。

サマージャケット U22050
袖ぐり消臭テープ付

サマージャケット U22050
袖ぐり消臭テープ付

本体価格

¥19,500 + 税
カラー11

¥19,500 + 税
カラー13

クールクラッシィチェック
ポリエステル85％ キュプラ15％

クールクラッシィチェック
ポリエステル85％ キュプラ15％

本体価格

バックスタイル
（サマージャケット・ベスト）

バイアス使いが
女性らしいぺプラムは
タック使いで軽やかに。

左

ベスト U52050
（背抜き）
（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥17,500 +税

ベスト U52050

カラー13
クールクラッシィチェック
ポリエステル85％ キュプラ15％

セミタイトスカート
U92055（54cm丈）
本体価格 ¥9,800 +税
カラー19（チャコールグレイ）

（背抜き）
（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥17,500 +税

きり！
見た目すっ

シークレット
ット
スマホポケ

ベスト U52050
（背抜き）
（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥17,500 +税

カラー11

カラー13

クールクラッシィチェック
ポリエステル85％ キュプラ15％

クールクラッシィチェック
ポリエステル85％ キュプラ15％

ベ スト

シャドーニット
ポリエステル100％

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
半袖ブラウス U82050
本体価格 ¥7,000 +税
カラー13

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。
実用新案登録 第 3 211918 号

右

ベスト U52050
（背抜き）
（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥17,500 +税

カラー11
クールクラッシィチェック
ポリエステル85％ キュプラ15％

セミフレアスカート
U92056（55cm丈）
本体価格 ¥10,500 +税
カラー10（ネイビー）
シャドーニット
ポリエステル100％

半袖ワンピース U42050
半袖ブラウス U82050
本体価格 ¥7,000 +税
カラー21
リボン OP741
本体価格 ¥5,200 +税
カラー11
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（上身頃トリコット裏地使用）
本体価格 ¥28,000 + 税

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！

半袖ワンピース U42050
（上身頃トリコット裏地使用）
本体価格 ¥28,000 + 税

カラー11

カラー13

身頃（無地）／シャドーニット
ポリエステル100％
スカート
（柄）／クールクラッシィチェック
ポリエステル85％ キュプラ15％

身頃（無地）／シャドーニット
ポリエステル100％
スカート
（柄）／クールクラッシィチェック
ポリエステル85％ キュプラ15％

011

クーリングニットで
美しく涼しく。
ニットで、繊細なストライプを表現しました。
しかも、家庭の洗濯機で洗えて、
ノーアイロンでもすぐに着られます。
全方向ストレッチのニットですから、
動きにフィットしてとても着やすく、
さらに、布帛のようなきちんと感があって
スタイリッシュなデザインに仕上がりました。
シルエットをほっそり見せるパイピングが効果的。
吸湿冷感機能で、いつも涼しく。

七分袖サマージャケット U22051 本体価格 ¥24,000 +税 カラー10／パンツ U72051P 本体価格 ¥16,000 +税 カラー10／七分袖カットソー H8440 本体価格 ¥5,800 +税 カラー21

012

013

サマージャケット U22052
袖ぐり消臭テープ付

¥16,000 + 税
カラー10（ネイビー）
本体価格

ピンストライプニット
ポリエステル100％

セミフレアスカート
U92052（55cm丈）
本体価格 ¥12,000 + 税
カラー10（ネイビー）
ピンストライプニット
ポリエステル100％

リボン OP740
本体価格 ¥3,800 + 税
カラー11
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前身頃バイアス切り替えと
パイピングの曲線が
洗練された女性らしさを演出。

七分袖サマージャケット U22051
（背抜き）
（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥24,000 +税

カラー10（ネイビー）
ピンストライプニット
ポリエステル100％

ベスト U52051
（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）
セミタイトスカート
U92051（55cm丈）
本体価格 ¥12,000 +税
カラー10（ネイビー）
ピンストライプニット
ポリエステル100％

フレンチスリーブブラウス U81851
本体価格 ¥7,500 +税
カラー10（ネイビー）
リボン OP738
本体価格 ¥3,300 +税
カラー12
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ピンストライプニット
ポリエステル100％

セミフレアスカート
U92052（55cm丈）
本体価格 ¥12,000 + 税
カラー10（ネイビー）
ピンストライプニット
ポリエステル100％

半袖ブラウス U82050
本体価格 ¥7,000 + 税
カラー11
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左

サマージャケット U22052
袖ぐり消臭テープ付

¥16,000 + 税
カラー19（チャコールグレイ）
本体価格

ピンストライプニット
ポリエステル100％

セミフレアスカート
U92052（55cm丈）
本体価格 ¥12,000 + 税
カラー19（チャコールグレイ）
ピンストライプニット
ポリエステル100％

右

ベスト U52051
（背抜き）
（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥15,000 + 税

カラー19（チャコールグレイ）
ピンストライプニット
ポリエステル100％

七分袖サマージャケット U22051
（背抜き）
（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥24,000 +税

カラー19（チャコールグレイ）
ピンストライプニット
ポリエステル100％

セミタイトスカート
U92051（55cm丈）
本体価格 ¥12,000 + 税
カラー19（チャコールグレイ）
ピンストライプニット
ポリエステル100％

パンツ
U72051P（セミローライズ）
本体価格 ¥16,000 +税
カラー19（チャコールグレイ）
ピンストライプニット
ポリエステル100％

半袖ブラウス U81850
本体価格 ¥9,000 + 税
カラー21
リボン OP741
本体価格 ¥5,200 + 税
カラー22

半袖ブラウス U81950
本体価格 ¥9,800 +税
カラー19（グレイ）
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★同素材のボトムは
P40〜41 参照。

サマージャケット U22052
袖ぐり消臭テープ付
本体価格 ¥16,000 +税
カラー10（ネイビー）
ピンストライプニット
ポリエステル100％

パイピング

袖口スリット

（七分袖サマージャケット・サマージャケット・ベスト）

お好みで折り返せる袖口スリット。
着こなしの印象が変わります。

本体価格 ¥16,000 +税
カラー19（チャコールグレイ）
ピンストライプニット
ポリエステル100％

背抜き仕様。設定温度高めのオフィスでも
風が通る気持ちよさ。

カラー10（ネイビー）
ピンストライプニット
ポリエステル100％

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。

袖ぐり消臭テープ付

トリコット裏地を使用した涼しい着心地の

カラー10（ネイビー）
ピンストライプニット
ポリエステル100％

（七分袖サマージャケット）

サマージャケット U22052

背抜き仕様（ベスト）

ベスト U52051
（背抜き）
（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥15,000 + 税

スマホ対応内ポケット

（七分袖サマージャケット）

ストライプのカラーに合わせたニットパイピングが
スタイリッシュなアクセント。

七分袖サマージャケット U22051
（背抜き）
（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥24,000 + 税

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！

七分袖サマージャケット U22051
（背抜き）
（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥24,000 + 税

ベスト U52051
（背抜き）
（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥15,000 + 税

カラー19（チャコールグレイ）

カラー19（チャコールグレイ）

ピンストライプニット
ポリエステル100％

ピンストライプニット
ポリエステル100％

ニットストレッチ
見た目織物のような高密度のニット素材は、
抜群の伸縮性で体の動きにもしっかりフィット。

家庭の洗濯機で洗えますから
家庭の洗濯
機で洗えますから、扱いがとても
扱いがとてもカンタ
ンタン。
て乾かしたあともシワになりにくい特性があります。
ニットなので 洗って乾かしたあともシワになりにくい特性がありま
冷感処理した繊維

蒸し暑さを軽減

吸湿冷感
人体からの
汗（水分及び湿気）を吸収し、
冷感成分が溶解・吸熱することに
より冷たく感じる効果を
「吸湿冷感 」と言います。
湿気（汗）を吸収するため
着用時の蒸し暑さを軽減し、
快適性に優れます。
カラー10（ネイビー）
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皮膚
水に溶解する際に熱を奪う性質があるエリスリ
トール、キシリトールを含有しています。
この原理を利用することで人体からの汗や不
快な湿気を吸収し、衣服内環境の温度を下げる
ことにより、着用時に優れた涼感を付与します。

カラー19（チャコールグレイ）
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トレンドカラーの
ビューティースタイル。
トレンドのグレイッシュカラーで、
やさしい印象が魅力的なシリーズです。
フロントファスナーで、すっきりとしたデザイン。
素材には高通気、接触冷感、吸汗速乾機能を備え、
レーヨン混でさらりとした肌触り。
変化織りで、ダイヤ柄をあしらった
ニュアンスのある表情のサマーツイードに仕上げました。
おもてなしのシーンにもふさわしい
ノーカラージャケットは、
取り外しできるコサージュリボンも
華やかな効果を発揮します。

サマージャケット U22053
袖ぐり消臭テープ付

¥18,000 + 税
カラー13
本体価格

ミックスダイヤ
ポリエステル84％ レーヨン16％

Aラインスカート
U92054（54cm丈）
本体価格 ¥13,000 + 税
カラー13
ミックスダイヤ
ポリエステル84％ レーヨン16％

サマージャケット U22053 本体価格 ¥18,000 +税 カラー13／タイトスカート U92053 本体価格 ¥13,000 +税 カラー13
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リボン OP740
本体価格 ¥3,800 + 税 カラー13（中写真）
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立体的なカッティングで
すっきり見せる
ビューティーシルエット。

ベスト U52053
（背抜き）
（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥17,000 +税

カラー13
ミックスダイヤ
ポリエステル84％ レーヨン16％

サマージャケット U22053
袖ぐり消臭テープ付

¥18,000 + 税
カラー11
本体価格

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）

ミックスダイヤ
ポリエステル84％ レーヨン16％

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
リボン OP741
本体価格 ¥5,200 +税
カラー22
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タイトスカート
U92053（54cm丈）
本体価格 ¥13,000 + 税
カラー11
ミックスダイヤ
ポリエステル84％ レーヨン16％
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★同素材のボトムは
P39 参照。

サマージャケット U22053
袖ぐり消臭テープ付

パイピング＆
コサージュリボン

ベスト U52053
（背抜き）
（トリコット裏地使用）

本体価格 ¥18,000 + 税
カラー11

本体価格 ¥17,000 + 税
カラー11

ミックスダイヤ
ポリエステル84％ レーヨン16％

ミックスダイヤ
ポリエステル84％ レーヨン16％

コサージュリボン裏面

白パイピングが
さわやかなノーカラー。
コサージュリボンは
ブローチピンで
取り外しができます。

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。

サマージャケット U22053
袖ぐり消臭テープ付

¥18,000 + 税
カラー13
本体価格

ミックスダイヤ
ポリエステル84％ レーヨン16％

サマージャケット U22053
袖ぐり消臭テープ付
本体価格 ¥18,000 +税
カラー11
ミックスダイヤ
ポリエステル84％ レーヨン16％

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）

ベスト U52053

シークレットスマホポケット

（背抜き）
（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥17,000 + 税

（ベスト） 実用新案登録 第 3211918 号

カラー13

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！

ミックスダイヤ
ポリエステル84％ レーヨン16％

ドライでさわやか

ベスト U52053

ニュアンスのあるミックスカラーが新鮮。
意匠糸使いで、ざっくりとした麻ライクな風合いに仕上げた素材は、
さりげなく織り込んだダイヤ柄が特徴です。
レーヨン混で保湿性があり、さらりとした肌触り。
接触冷感で涼しく、汗をかいてもさわやかな着心地です。

（背抜き）
（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥17,000 + 税

カラー11
ミックスダイヤ
ポリエステル84％ レーヨン16％

吸汗速乾

Aラインスカート
U92054（54cm丈）
本体価格 ¥13,000 +税
カラー11

涼しさ実感

高通気

ミックスダイヤ
ポリエステル84％ レーヨン16％

ノーブルカルゼ
ポリエステル100％

リボン OP727
本体価格 ¥5,700 +税
カラー11

cm3/cm2・S
※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-1096 A 法 ]（フラジール形法）

半袖ブラウス U81750
本体価格 ¥7,700 + 税
カラー21
リボン OP738
本体価格 ¥3,300 + 税
カラー11

ひんやり心地いい
カラー11（ブルー）
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通気度

カラー13（ピンク）

接触冷感

接触冷温感評価値

q-max（J/cm・sec）
2

※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。
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ニットなので、
足さばきもラクな
履き心地。
履き心

サマージャケット U22055
本体価格 ¥12,000 + 税 カラー10

サマージャケット U22055

セミフレアスカート U92056
本体価格 ¥10,500 + 税 カラー10

クチュール感を表現する
エレガントなニット。
ジャカード編みで表情のあるシャドー柄に仕上げた、着映えニットです。
襟元とポケットにはメタリックパイピングをほどこして表情に変化を付け、
サテンとチドリのコンビリボンでクチュール感を高めています。
ニットならではの動きやすさと軽量感のあるやわらかな着心地で、
女性らしいエレガントな雰囲気を漂わせます。

028

袖ぐり消臭テープ付

¥12,000 + 税
カラー10（ネイビー）
本体価格

腕の上げ下げも
自然にスムーズに。
これもニット
ストレッチの魅力。

シャドーニット
ポリエステル100％

セミタイトスカート
U92055（54cm丈）
本体価格 ¥9,800 + 税
カラー10（ネイビー）
シャドーニット
ポリエステル100％

029

ベスト U52055
（背抜き）
（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥12,000 + 税

サマージャケット U22055
袖ぐり消臭テープ付

カラー10（ネイビー）

本体価格 ¥12,000 + 税
カラー10（ネイビー）

シャドーニット
ポリエステル100％

シャドーニット
ポリエステル100％

セミタイトスカート
U92055（54cm丈）
本体価格 ¥9,800 + 税
カラー10（ネイビー）
シャドーニット
ポリエステル100％

セミフレアスカート
U92056（55cm丈）
本体価格 ¥10,500 +税
カラー10（ネイビー）
シャドーニット
ポリエステル100％

半袖ブラウス U82050
本体価格 ¥7,000 + 税
カラー22

030

031

★同素材のボトムは
P38 参照。

サマージャケット U22055
袖ぐり消臭テープ付

¥12,000 +税
カラー19（チャコールグレイ）
本体価格

シャドーニット
ポリエステル100％

セミタイトスカート
U92055（54cm丈）
本体価格 ¥9,800 +税
カラー19（チャコールグレイ）
シャドーニット
ポリエステル100％

サマージャケット U22055

メタリックパイピング＆リボン

ベスト U52055

控え目な光沢が上品なメタリックパイピングと、リ
ボン風の飾りをあしらったエレガントなディテール。

（背抜き）
（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥12,000 + 税

袖ぐり消臭テープ付

¥12,000 + 税
カラー10（ネイビー）
本体価格

カラー10（ネイビー）
シャドーニット
ポリエステル100％

シャドーニット
ポリエステル100％

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） 実用新案登録 第 3211918 号

サマージャケット U22055

（背抜き）
（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥12,000 + 税

袖ぐり消臭テープ付

¥12,000 + 税
カラー19（チャコールグレイ）
本体価格

カラー19（チャコールグレイ）
シャドーニット
ポリエステル100％

シャドーニット
ポリエステル100％

ベスト U52055
（背抜き）
（トリコット裏地使用）
本体価格 ¥12,000 + 税

洗濯機 OK

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！

ベスト U52055

洗 濯ジワにな
ジワになりにくい

アイロンいらず

細かいシャドー柄が
表情豊かなサマーニット。
ソフトで伸びもよく、ストレスフリーの
軽い着心地がうれしい。
優れた吸汗速乾性で
汗ばむ季節にも快適な素材です。

ドライでさわやか

吸汗速乾

カラー19（チャコールグレイ）
シャドーニット
ポリエステル100％

セミフレアスカート
U92056（55cm丈）
本体価格 ¥10,500 + 税
カラー19（チャコールグレイ）
シャドーニット
ポリエステル100％

ニットストレッチ
半袖ブラウス U81750
本体価格 ¥7,700 + 税
カラー21

032

カラー10（ネイビー）

カラー19（チャコールグレイ）

伸 縮 性 抜 群 の ニット素 材 は、
ソフトで軽い着心地なので長時
間着用していても疲れにくい。

033

リボンを外して
シンプルに
着こなせます。

カラー21（ホワイト）

半袖ブラウス U82050
袖ぐり消臭テープ付

¥7,000 + 税
カラー21
本体価格

カラー1３
（ピンク）

ストレッチピケ
ポリエステル100％

快適に、動きやすく。
吸汗速乾の心地よさに加えて、
2WAYストレッチ素材の動きやすさが魅力のブラウス。
汎用性のある台襟できちんとした印象。
トレンドの清涼感ある４色で展開します。
取り外しできるリボンで、
さまざまな表情の着こなしをお楽しみいただけます。

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％

カラー11（ブルー）

長袖ブラウス U8059
袖ぐり消臭テープ付

¥7,500 + 税
カラー11
本体価格

ストレッチピケ
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
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 U82050
袖ぐり消臭テープ付
本体価格 ¥7,000 +税
カラー22

カラー22（パープル）

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！

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。

ストレッチピケ
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％

デオドランテープ ® は、
日本ダム㈱の登録商標です。

034

035

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。

左

右

長袖ブラウス U8060

長袖ブラウス U8060

袖ぐり消臭テープ付

袖ぐり消臭テープ付

本体価格

¥11,000 + 税
カラー23

¥11,000 + 税
カラー20（ブラック）

エアリーチェック
ポリエステル100％

エアリーチェック
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20（ブラック）

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％

ノーブルカルゼ
ポリエステル100％

本体価格

半袖ブラウス U81950
袖ぐり消臭テープ付

¥9,800 +税
カラー23
本体価格

袖ぐりには、
汗の臭いが気にならない
消臭テープ

エアリーチェック
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19（グレイ）
エアリーカルゼ
ポリエステル100％

後ろ襟ループ

ネームループ

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。

左胸にはネームループを付けています。

カラー21（ホワイト）

カラー23（ペールピンク）

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！

半袖ブラウス U81950
本体価格 ¥9,800 +税
カラー19
Aラインスカート U91451
本体価格 ¥8,000 +税
カラー20
カラー19（グレイ）

036

カラー10（ネイビー）

カラー20（ブラック）

037

それぞれに個性的な素材を採用した
て 涼しく、着やすく、
ボトムスの新登場によって、
女性らしい着こなしのバリエーションがぐっと広がりました。

ラ

セミ
セミタイトスカート
U92055（54cm丈）
U92
本体価格 ¥9,800 +税
本体

後ろゴム
入り

フィ
ク＆ ッ

ト

フィ
ク＆ ッ

ト

ラ

シーンに合わせてお選びい
びいただ
ただけま
けます
す。
シーンに合わせてお選びいただけます

タイトスカート
ート
4cm丈）
U92053（54cm丈）
本体価格 ¥13,000
3,000 + 税

後ろゴム
入り

ミックスダイヤ
ヤ
ポリエステル84％
ル84％ レーヨン16％

シャドーニット
シャ
ポリエステル100％
ポリ

同素材の
サマージャケット
& ベスト

カラー10（ネイビー）

P28〜33

同素材の
サマージャケッ
ージャケット
& ベスト

カラー19（チャコールグレイ）

カラー11

P22〜27
2〜27

カラー13

シャドーニッ
シャド
ーニット

フィ
ク＆ ッ
後ろゴム
入り

ラ

フィ
ク＆ ッ

Aラインスカート
カート
4cm丈）
U92054（54cm丈）
本体価格 ¥13,000
3,000 + 税

後ろゴム
入り

シャドーニット
シ
ポリエステル100％
ポ

カラー10（ネイビー）

セットアップの着用で、女性らしさを表現する高機能サマーツイードスカート。
セットアップの着用で
表現する高機能サマーツイードスカート。

ト

セ
セミフレアスカート
U92056（55cm丈）
U
本体価格 ¥10,500 +税
本

ト

ラ

シャドー柄がさりげなく華やか。汎用性のあるストレスフリーのニットスカート。
シャドー柄がさりげなく華やか。汎

ヤ
ミックスダイヤ
ポリエステル84％
ル84％ レーヨン16％

カラー11

カラー19（チャコールグレイ）

カラー13

NAVY

CHARCOAL
GRAY

038

BLUE

後ろゴム

カーブベルト

脇ファスナー

後ろゴム

カーブベルト

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。

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！

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！

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。

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！

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！

PINK

039

ト

ラ

ニットなので大きな動きでもスムーズな履き心地。しゃがんでも
トなので大きな動きでもスムーズな履き心地。しゃがんでも、膝やヒップに負担がかからない。

フィ
ク＆ ッ

セミタイトスカート
U92051（55cm丈）
本体価格 ¥12,000 +税

後ろゴム
入り

ピンストライプニット
ポリエステル100％

パンツ
U72051P（セミローライズ）
本体価格 ¥16,000 + 税
ピンストライプニット
ポリエステル100％

同素材の
サマージャケット
& ベスト

カラー10（ネイビー）

P12〜21

カラー19（チャコールグレイ）

ピンス
ンストライ
ライ
イプ
プニ
プニッ
ニット

フィ
ク＆ ッ

ト

ラ

スタイリッシュなストライプ柄で
ッシュなストライプ柄で、颯爽とした着こなしがさまになる涼感ニッ
颯爽とした着こなしがさまになる涼感ニットボトムス。
セミフレアスカート
U92052（55cm丈）
本体価格 ¥12,000 +税

後ろゴム
入り

ピンストライプニット
ポリエステル100％

カラー10（ネイビー）

カラー10（ネイビー）

NAVY

040

カラー19（チャコールグレイ）

後ろゴム

カーブベルト

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。

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！

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19（チャコールグレイ）

後ろゴム

ウエストカーブ

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。

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。

CHARCOAL
GRAY

041

