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綿スラブ天竺　　8月入荷予定 Made in China

150708-001 150708-002 150708-003
綿100% 綿100% 綿100%

SIZE２ ： バスト:98cm 着丈:82cm Fサイズ ： バスト:110cm 着丈:82cm SIZE３ ： バスト:108cm 着丈:90cm

SIZE３ ： バスト:106cm 着丈:83cm

サイズ展開あり。

BK.ﾌﾞﾗｯｸ GY.ｸﾞﾚｰ

NV.ﾈｲﾋﾞｰ MT.ﾐﾝﾄ

GN.ｸﾞﾘｰﾝ PK.ﾋﾟﾝｸ

150708-004 150708-005
綿100% 綿100%

SIZE２ ： バスト:104cm 着丈:90cm SIZE２ ： バスト:103cm 着丈:57cm

コモンドット　　8月入荷予定 Made in India

YE.ｲｴﾛｰ

PL.ﾊﾟｰﾌﾟﾙ

2色

150825-018 150825-019 150825-020
綿100%/裏地 綿100% 綿100% 綿100%

SIZE３ ： バスト:110cm 着丈:80cm Fサイズ ： バスト:126cm 着丈:70cm SIZE２ ： バスト104cm 着丈:80cm

身頃のみ裏付き
 ＊サンプルの色はありません。

ハイネックチュニック オーバーチュニック ドレス

綿スラブ天竺 綿スラブ天竺 綿スラブ天竺

前開きチュニック タートルプルオーバー

6色

アシンメトリーシャツ

¥3,800 ¥4,800 ¥5,800

¥6,400 ¥3,800

¥6,500 ¥6,000 ¥6,800

チュニック ドルマンチュニック

綿スラブ天竺 綿スラブ天竺

コモンドット コモンドット コモンドット
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150925-009BK  ドロップフラワーブロックプリントフレンチチュニック \5,800

ドロップフラワーブロックプリント　　8月入荷予定 Made in India

GY.ｸﾞﾚｰ

BK.ﾌﾞﾗｯｸ

2色

150925-007 150925-008 150925-009
綿 85% 麻 15% 綿 85% 麻 15% /裏地 綿 100% 綿 85% 麻 15%

Fサイズ ： バスト:116cm 着丈:67cm SIZE３ ： バスト:110cm 着丈:80cm Fサイズ ： バスト:126cm 着丈:90cm

身頃のみ裏地付き

ギャザープルオーバー チュニック フレンチチュニック

¥5,200 ¥6,800 ¥5,800

ドロップフラワーブロックプリント ドロップフラワーブロックプリント ドロップフラワーブロックプリント
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ブロックプリントコットン　　8月入荷予定 Made in India

BE.ﾍﾞｰｼﾞｭ

1色のみ

150825-169 150825-170 150825-171
綿100% 綿100% 綿100%

SIZE２ ： バスト:102cm 着丈:87cm SIZE２ ： バスト:103cm 着丈:95cm SIZE２ ： バスト:103cm 着丈:90cm

ドットリーフブロックプリント　　8月入荷予定 Made in India

RD.ﾚｯﾄﾞ

BL.ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

BK.ﾌﾞﾗｯｸ

3色

150925-040 150925-042 150925-043
綿100% 綿100% 綿100% / 裏地 綿100%

SIZE２ ： バスト:103cm 着丈:80cm SIZE２ ： バスト:103cm 着丈:90cm Fサイズ ： ウエスト:66cm 後ろ丈:80cm

アフリカンプリントカットソー    8月入荷予定 Made in China

BL.ﾌﾞﾙｰ

GN.ｸﾞﾘｰﾝ

GY.ｸﾞﾚｰ

3色

150842-024 150842-026 150842-146
ﾎﾞﾘｴｽﾃﾙ 65% 綿 35% ﾎﾞﾘｴｽﾃﾙ 65% 綿 35% ﾎﾞﾘｴｽﾃﾙ 65% 綿 35%

SIZE２ ： バスト:96cm 着丈:87cm Fサイズ ： 着丈:90cm SIZE２ ： バスト:110cm 着丈:52cm

¥5,000

エスカルゴチュニック

長袖チュニック

ブロックプリントコットン ブロックプリントコットン ブロックプリントコットン

チュニック

前開きドレス 比翼チュニック

前開きチュニック タックスカート

¥6,200 ¥6,800 ¥7,200

ロールカラードレス ショートプルオーバー

¥6,500¥6,500 ¥8,000

¥6,800 ¥6,800

ドットリーフブロックプリント ドットリーフブロックプリント ドットリーフブロックプリント

アフリカンプリントカットソー アフリカンプリントカットソー アフリカンプリントカットソー
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150902-011GY  コットンツイルオーバーチュニック \7,500

コットンツイル　　8月入荷予定 Made in India

WH.ﾎﾜｲﾄ

GY.ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

OR.ｵﾚﾝｼﾞ

NV.ﾈｲﾋﾞｰ

4色

150902-010 150902-011 150902-012
綿100% 綿100% 綿100%

SIZE２ ： バスト:100cm 着丈:83～90cm Fサイズ ： バスト:110cm 着丈:75cm SIZE２ ： バスト:99cm 着丈:55cm

¥7,500

前開きチュニック オーバーチュニック プルオーバー

¥6,400¥7,200

コットンツイル コットンツイル コットンツイル
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ソリッドコットン　　8月入荷予定 Made in India

WH.ﾎﾜｲﾄ

1色のみ

150902-028 150902-029 150902-030
綿100% 綿100% 綿100%

SIZE２ ： バスト:97cm 着丈:62cm SIZE２ ： バスト:100cm 着丈:83cm SIZE２ ： バスト:105cm 着丈:92cm

SIZE３ ： バスト:107cm 着丈:63cm SIZE３ ： バスト:108cm 着丈:84cm SIZE３ ： バスト:113cm 着丈:94cm

サイズ展開あり。 サイズ展開あり。 サイズ展開あり。

杢裏毛　　9月入荷予定 Made in China

GY.ｸﾞﾚｰ

RD.ﾚｯﾄﾞ

BK.ﾌﾞﾗｯｸ

3色

150920-071 150920-072
綿50% /ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 30%/ ﾚｰﾖﾝ 20% 綿50% /ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 30%/ ﾚｰﾖﾝ 20% 

SIZE２ ： バスト:102cm 着丈:90cm SIZE２ ： バスト:105cm 着丈:82cm

GY.ｸﾞﾚｰ

RD.ﾚｯﾄﾞ

BK.ﾌﾞﾗｯｸ

3色

150920-073 150920-074
綿50% /ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 30%/ ﾚｰﾖﾝ 20% 綿50% /ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 30%/ ﾚｰﾖﾝ 20% 

Fサイズ ： 着丈:80cm Fサイズ ： バスト:110cm 着丈:60cm

シャツワンピース

¥7,500

ロングシャツ

¥5,500 ¥6,500

カーディガン

ソリッドコットンシャツ

¥6,800

¥7,500

¥7,800

杢裏毛ドレス

¥6,800

Ｖネックチュニック

ロングベスト

 ＊ﾎﾞﾀﾝﾎｰﾙが赤い糸になります。 ソリッドコットン ソリッドコットン

杢裏毛

杢裏毛 杢裏毛
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ライトオンスデニム　　8月入荷予定 Made in India

LB.ﾗｲﾄｲﾝﾃﾞｨｺﾞ

ID.ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ

BK.ﾌﾞﾗｯｸ

3色

150801-046 150801-047
綿100% 綿100%

SIZE２ ： バスト:104cm 着丈:70cm SIZE２ ： バスト:106cm 着丈:87cm

150801-048
綿100%

SIZE２ ： バスト:105cm 着丈:98cm

150801-049
表地：綿100% / 裏地：綿100%

Fサイズ ： ウエスト:72cm 脇丈:80cm 150801-048ID  ライトオンスデニムコートドレス \9,800

150925-007BK  ドロップフラワーブロックプリントギャザープルオーバー \5,200 (P.4)

スキッパーシャツ ギャザーチュニック

¥6,800 ¥8,200

ワイドパンツ

¥8,800

コートドレス

¥9,800

ライトオンスデニム ライトオンスデニム

ライトオンスデニム

ライトオンスデニム
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デニム　　9月入荷予定 Made in India

LB.ﾗｲﾄｲﾝﾃﾞｨｺﾞ

ID.ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ

2色

150901-051 150901-053 150901-054
綿100% 綿100% 綿100%

SIZE２ ： バスト:102cm 着丈:82cm SIZE２ ： バスト:100cm 着丈:103cm SIZE２ ： バスト:105cm 着丈:100cm

150901-054LB  デニム前あきドレス \8,800

150925-034YE ボタニカルタックドレス \7,500 (P.10)

デニムショールカラーコート

¥9,000 ¥7,500 ¥8,800

デニムＶネックドレス デニム前あきドレス
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アンティーク更紗　　9月入荷予定 Made in India

BE.ﾍﾞｰｼﾞｭ

GY.ｸﾞﾚｰ

NV.ﾈｲﾋﾞｰ

3色

150907-055 150907-056 150907-058
表地：綿50% ﾚｰﾖﾝ50% / 裏地：ﾚｰﾖﾝ100% 表地：綿50% ﾚｰﾖﾝ50% / 裏地：ﾚｰﾖﾝ100% 表地：綿50% ﾚｰﾖﾝ50% 

SIZE３ ： バスト:110cm 着丈:80cm SIZE２ ： バスト:99cm 着丈:93cm Fサイズ ： バスト:128cm 着丈:84cm

身頃のみ裏付き 身頃のみ裏付き

リーフ刺繍　　9月入荷予定 Made in India

WH.ﾎﾜｲﾄ

CH.ﾁｬｺｰﾙ

2色

150902-060 150902-062
表地： 綿100%　/ 裏地： 綿100% 表地： 綿100%　/ 裏地： 綿100%

SIZE２ ： バスト:120cm 着丈:62cm SIZE２ ： バスト:102cm 着丈:70cm

前身頃のみ裏付き 前身頃のみ裏付き

ボタニカルコットンサテン　　9月入荷予定 Made in India

YE.ｲｴﾛｰｵｰｶｰ

GY.ｸﾞﾚｰ

2色

150925-033 150925-034 150925-035
表地： 綿100%　/ 裏地： 綿100% 表地： 綿100%　/ 裏地： 綿100% 綿100%

SIZE３ ： バスト110cm 着丈:80cm SIZE２ ： バスト102cm 着丈:93cm Fサイズ ： 着丈:85cm

身頃のみ裏付き 身頃のみ裏付き

¥5,800

¥5,800

無地コンビチュニック タックチュニック チュニックベスト

¥7,200 ¥6,800

リーフ刺繍シャツ リーフ刺繍チュニック

ボタニカルコットンサテン ボタニカルコットンサテン ボタニカルコットンサテン

¥6,400

チュニック タックドレス ピンタックチュニック

¥6,800

¥7,200 ¥7,500

アンティーク更紗 アンティーク更紗 アンティーク更紗
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綿レーヨンツイル　　9月入荷予定 Made in India

OR.ｵﾚﾝｼﾞ

GN.ｸﾞﾘｰﾝ

CH.ﾁｬｺｰﾙ

NV.ﾈｲﾋﾞｰ

4色

150901-075 150901-076 150901-077
綿 55%  ﾚｰﾖﾝ 45%　/ 裏地： ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100% 綿 55%  ﾚｰﾖﾝ 45%　/ 裏地： ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100% 綿 55%  ﾚｰﾖﾝ 45%　/ 裏地： ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%

Fサイズ ： ウエスト:66cm 後丈:80cm SIZE２ ： ウエスト:70cm 脇丈:88cm Fサイズ ： ウエスト:72cm 脇丈:78cm

裏地付き 裏地付き 裏地付き

ピンタックコットン　　9月入荷予定 Made in India

BE.ﾍﾞｰｼﾞｭ

OR.ｵﾚﾝｼﾞ

NV.ﾈｲﾋﾞｰ

3色

150901-109 150901-110 150901-111
綿100% 綿100% 綿100%

Fサイズ ： バスト:110cm 着丈:80cm Fサイズ ： バスト:115cm 着丈:85cm Fサイズ ： バスト:114cm 着丈:96cm

＊前のボタンあきなくなります。

ソリッドダブルガーゼ　　9月入荷予定 Made in India

BL.ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

KH.ｶｰｷ

NV.ﾈｲﾋﾞｰ

3色

150902-102 150902-103 150902-104
綿100% 綿100% 綿100%

Fサイズ ： バスト:113cm 着丈:67cm Fサイズ ： バスト:110cm 着丈:90cm SIZE２ ： バスト:105cm 着丈:95cm

＊サンプルの色はありません。

ワイドパンツタックスカート テーパードパンツ

チュニック ドレス

¥7,800 ¥7,800

チュニックベスト

¥8,200¥7,400 ¥8,200

プルオーバー チュニック 前あきチュニック

¥6,800¥6,800 ¥8,800

綿レーヨンツイル 綿レーヨンツイル 綿レーヨンツイル

¥7,800

ピンタックコットン ピンタックコットン ピンタックコットン

ソリッドダブルガーゼ ソリッドダブルガーゼ ソリッドダブルガーゼ
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ブロッキングカットソー　　9月入荷予定 Made in China

GY.ｸﾞﾚｰ

GN.ｸﾞﾘｰﾝ

NV.ﾈｲﾋﾞｰ

3色

151020-156 151020-158
レーヨン80% ポリエステル 20% レーヨン80% ポリエステル 20%

SIZE２ ： 着丈:63cm Fサイズ ： バスト:124cm 着丈:65cm

T/Rカットソー　　            9月入荷予定 Made in China

OR.ｵﾚﾝｼﾞ

PI.ﾋﾟｽﾀﾁｵ

GY.ｸﾞﾚｰ

NV.ﾈｲﾋﾞｰ

4色

150920-129 150920-130 150920-131
ﾚｰﾖﾝ 80% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 20% ﾚｰﾖﾝ 80% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 20% ﾚｰﾖﾝ 80% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 20%

Fサイズ ： バスト:110cm 着丈:60cm SIZE２ ： バスト:98cm 着丈:75cm Fサイズ ： バスト:122cm 着丈:65cm

＊サンプルの色はありません。

ジャガードニット　　9月入荷予定 Made in China

BE.ﾍﾞｰｼﾞｭ

BL.ﾌﾞﾙｰ

RD.ﾚｯﾄﾞ

3色

150955-086 150955-087 150955-088
ｱｸﾘﾙ65%/ ﾅｲﾛﾝ25%/ ｳｰﾙ5%/ﾓﾍﾔ5% ｱｸﾘﾙ65%/ ﾅｲﾛﾝ25%/ ｳｰﾙ5%/ﾓﾍﾔ5% ｱｸﾘﾙ65%/ ﾅｲﾛﾝ25%/ ｳｰﾙ5%/ﾓﾍﾔ5%

Fサイズ ： バスト:112cm 着丈:60cm Fサイズ ： 着丈:42cm Fサイズ ： バスト:100cm 着丈:60cm

＊サンプルの色はありません。

カーディガン

ハイネックプルオーバー

¥5,800¥6,000

T/Rカットソー

ビックプルオーバーカーディガン

¥12,000

カーディガン プルオーバーラグランプルオーバー

¥12,000

ブロッキングカットソー ブロッキングカットソー

¥6,400 ¥6,000

ビッグプルオーバー

ジャガードニット

¥12,500

¥5,600

T/Rカットソー T/Rカットソー

ジャガードニット ジャガードニット
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ブロッキングニット　　9月入荷予定 　　　Made in China

OR.ｵﾚﾝｼﾞMIX

BL.ﾌﾞﾙｰMIX

BK.ﾌﾞﾗｯｸMIX

3色

150912-090 150912-091
ﾚｰﾖﾝ 40%/ﾅｲﾛﾝ 20%/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 30%/ｳｰﾙ10% ﾚｰﾖﾝ 40%/ﾅｲﾛﾝ 20%/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 30%/ｳｰﾙ10%

Fサイズ ： バスト:106cm 着丈:71cm Fサイズ ： バスト:134cm 着丈:62cm

ブロッキングニット　　9月入荷予定 　　　Made in China

MC.ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ

NV.ﾈｲﾋﾞｰ

BK.ﾌﾞﾗｯｸ

3色

150912-092
ﾚｰﾖﾝ 40%/ﾅｲﾛﾝ 20%/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 30%/ｳｰﾙ10%

Fサイズ ： 着丈:75cm

チェックジャガードニット　　9月入荷予定 　　　Made in China

GY.ｸﾞﾚｰ

NV.ﾈｲﾋﾞｰ

2色

150954-094 150954-095 150954-096
ｱｸﾘﾙ65% ﾅｲﾛﾝ25% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 10% ｱｸﾘﾙ65% ﾅｲﾛﾝ25% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 10% ｱｸﾘﾙ65% ﾅｲﾛﾝ25% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 10%

Fサイズ ： バスト:120cm 着丈:53cm Fサイズ ： バスト:110cm 着丈:67cm Fサイズ ： バスト:126cm 着丈:59cm

＊サンプルの色はありません。 ＊サンプルの色はありません。 ＊サンプルの色はありません。＊袖が無地になります。

プルオーバーチュニック

タートルネックプルオーバー チュニック

ブロッキングニットベスト

¥9,500

¥9,000¥8,800

ジャケット

¥9,800

ブロッキングニット ブロッキングニット

¥8,800 ¥8,400

チェックジャガードニット チェックジャガードニット チェックジャガードニット
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チェッカーニット　　10月入荷予定 Made in China

RD.ﾚｯﾄﾞ

PL.ﾊﾟｰﾌﾟﾙ

2色

151055-125 151055-126
ｱｸﾘﾙ75% / ﾓﾍﾔ 5%/ ｳｰﾙ10% / ﾅｲﾛﾝ10% ｱｸﾘﾙ75% / ﾓﾍﾔ 5%/ ｳｰﾙ10% / ﾅｲﾛﾝ10%

Fサイズ ： バスト:100cm 着丈:60cm Fサイズ ： 着丈:75cm

フワフワカットソー　　10月入荷予定 Made in China

BE.ﾍﾞｰｼﾞｭ

YE.ｲｴﾛｰ

RD.ﾚｯﾄﾞ

BL.ﾌﾞﾙｰ

4色

151120-136 151120-137 151120-138
ﾚｰﾖﾝ80% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ20% ﾚｰﾖﾝ80% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ20% ﾚｰﾖﾝ80% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ20%

Fサイズ ： 着丈:65cm SIZE２ ： 着丈:68cm Fサイズ ： バスト:110cm 着丈:70cm

カーディガン 変形プルオーバー

¥5,800

ハイネックプルオーバー

フワフワカットソーフワフワカットソー フワフワカットソー

¥5,800

¥9,800 ¥9,800

カーディガン プルオーバー

¥6,800

チェッカーニット チェッカーニット
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二重臼縮絨　　11月入荷予定 Made in China

151120-149 151120-150
毛100% 毛100%

Fサイズ ： 着丈:82cm SIZE２ ： バスト:105cm 着丈:86cm

151120-151

毛100%

Fサイズ ： バスト:125cm 着丈:65cm

圧縮ウール裏付コート　　11月入荷予定 Made in China

CM.キャメル CH.チャコール

BK.ブラック BK.ブラック

2色 2色

151120-172 151120-173
毛100% 毛100%

SIZE２ ： バスト:106cm 着丈:88cm SIZE２ ： バスト:109cm 着丈:85cm

裏地付き 裏地付き

ドルマンコート スタンドカラーコート

¥18,800

二重臼縮絨ドルマンショートジャケット

4色

ノーカラーコート

NV.ﾈｲﾋﾞｰ BK.ﾌﾞﾗｯｸ

スタンドカラーコート

¥18,800 ¥19,500

BK.ﾌﾞﾗｯｸNV.ﾈｲﾋﾞｰ

RD.ﾚｯﾄﾞ GN.ｸﾞﾘｰﾝ

4色

¥19,000 ¥19,500

二重臼縮絨 二重臼縮絨

GN.ｸﾞﾘｰﾝRD.ﾚｯﾄﾞ

圧縮ウール裏付 圧縮ウール裏付
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TANABANA表紙モデル 150825-400GY カディむら染めピンタックシャツ \7,500 (P.21)

150742-422BL 麻レーヨンクロップドパンツ \8,500 (P.19)
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ジャガードコットン　　8月入荷予定 Made in India

WH.ﾎﾜｲﾄ

GY.ｸﾞﾚｰ

ID.ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ

3色

150802-407 150802-408 150802-409
綿 70%　ポリエステル 30% 綿 70%　ポリエステル 30% 綿 70%　ポリエステル 30%

SIZE３ ： バスト:116cm 着丈:60cm Fサイズ ： バスト:134cm 着丈:84cm SIZE３ ： バスト:100cm 着丈:88cm

150802-408WH ジャガードコットンビッグチュニック \9,000

シャツ ビッグチュニック コート

¥7,800 ¥9,000 ¥8,800

ジャガードコットン ジャガードコットン ジャガードコットン
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麻レーヨン　　7月入荷予定 Made in China

BL.ﾌﾞﾙｰ

BK.ﾌﾞﾗｯｸ

2色

150742-419
麻 55% ﾚｰﾖﾝ 45%

SIZE３ ： バスト:103cm 着丈:60cm

150742-420
麻 55% ﾚｰﾖﾝ 45%

Fサイズ ： バスト:120cm 着丈:80cm

BL.ﾌﾞﾙｰ

BK.ﾌﾞﾗｯｸ

2色

150742-421 150742-422
麻 55% ﾚｰﾖﾝ 45% 麻 55% ﾚｰﾖﾝ 45%

SIZE３ ： バスト:100cm 着丈:100cm SIZE３ ： ウエスト:68/82cm 脇丈:72cm

     150742-421BL 麻レーヨンワンピース \11,000

ジャケット

¥8,800

クロップドパンツワンピース

¥9,800

チュニック

¥11,000 ¥8,500

麻レーヨン 麻レーヨン

麻レーヨン

麻レーヨン
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コットンクレープ　　8月入荷予定 Made in India

NV.ﾈｲﾋﾞｰ

1色のみ

150839-410 150839-411 150839-412
綿100% 綿100% 綿100%

SIZE３ ： バスト:116cm 着丈:65cm SIZE３ ： バスト:124cm 着丈:85cm SIZE３ ： バスト:112cm 着丈:95cm

草木染めカラムカリプリント　　8月入荷予定 Made in India

BL.ﾌﾞﾙｰ

RD.ﾚｯﾄﾞ

2色

150839-427 150839-428 150839-429
綿100% 綿100% 綿100%

SIZE３ ： バスト:107cm 着丈:72cm Fサイズ ： バスト:106cm 着丈:95cm SIZE３ ： バスト:110cm 着丈:80cm

ブロックプリントジョーゼット　　8月入荷予定 Made in India

BL.ﾌﾞﾙｰ

1色のみ

150839-413 150839-414
ﾚｰﾖﾝ 100% ﾚｰﾖﾝ 100%

SIZE３ ： バスト:106cm 着丈:72cm SIZE３ ： バスト:109cm 着丈:90cm

¥7,800

チュニック

クルタ レイヤードチュニック チュニック

ワンピースシャツ

¥6,800

¥5,600

プルオーバー チュニック

¥7,800 ¥8,000

ブロックプリントジョーゼット ブロックプリントジョーゼット

¥5,200

¥5,800

¥8,200

コットンクレープ コットンクレープ コットンクレープ

草木染めカラムカリプリント 草木染めカラムカリプリント 草木染めカラムカリプリント
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カディむら染め　　8月入荷予定 Made in India

WH.ﾎﾜｲﾄ GY.ｸﾞﾚｰ

GY.ｸﾞﾚｰ NV.ﾈｲﾋﾞｰ

2色

NV.ﾈｲﾋﾞｰ

3色

150825-400 150825-401
綿100% 綿100%

SIZE３ ： バスト:102cm 着丈:64cm Fサイズ ： バスト:128cm 着丈:75cm

GY.ｸﾞﾚｰ

NV.ﾈｲﾋﾞｰ

2色

150825-402
綿100%

SIZE３ ： バスト:106cm 着丈:98cm

GY.ｸﾞﾚｰ

NV.ﾈｲﾋﾞｰ

2色

150825-400GY カディむら染めピンタックシャツ \7,500

150742-422BL 麻レーヨンクロップドパンツ \8,500 (P.19)

150825-403
綿100%

SIZE３ ： バスト:108cm 着丈:98cm

¥7,500

チュニック

タックワンピース

ピンタックシャツ

¥8,400

マチ入りワンピース

¥9,500

¥7,800

カディむら染め

カディむら染め カディむら染め

カディむら染め
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バンブープリント　　8月入荷予定 Made in India

BL.ﾌﾞﾙｰ

GY.ｸﾞﾚｰ

2色

150802-415 150802-416 150802-417
ﾚｰﾖﾝ 100% ﾚｰﾖﾝ 100% ﾚｰﾖﾝ 100%

SIZE３ ： バスト:118cm 着丈:85cm SIZE３ ： バスト:107cm 着丈:100cm SIZE３ ： バスト:108cm 着丈:100cm

150802-417BL バンブープリントドレープワンピース \7,800

ドレープワンピース

¥7,800

チュニック マチ入りワンピース

¥7,500 ¥8,800

バンブープリント バンブープリント バンブープリント
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プリント綿ジャージー　　8月入荷予定 Made in India

GY.ｸﾞﾚｰ

RS.ﾛｰｽﾞ

NV.ﾈｲﾋﾞｰ

3色

150847-431 150847-432 150847-433
綿100% 綿100% 綿100%

SIZE３ ： バスト:97cm 着丈:60cm SIZE３ ： バスト:98cm 着丈:90cm SIZE３ ： バスト:103cm 着丈:95cm

T/C絣天竺　　8月入荷予定 Made in China

BL.ﾌﾞﾙｰ

GN.ｸﾞﾘｰﾝ

BK.ﾌﾞﾗｯｸ

3色

150820-440 150820-442 150820-443
綿65% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ30% ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 5% 綿65% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ30% ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 5% 綿65% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ30% ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 5%

SIZE３ ： バスト:98cm 着丈:90cm SIZE３ ： バスト:120cm 着丈:93cm Fサイズ ： バスト:116cm 着丈:90cm

※前ボタンが付きます。

ライトポンチ　　9月入荷予定 Made in China

GY.グレー

NV.ネイビー

BK.ブラック

3色

150942-476 150942-477
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 62% / ﾚｰﾖﾝ 33% / ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 5% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 62% / ﾚｰﾖﾝ 33% / ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 5%

SIZE３ ： バスト:104cm 着丈:70cm SIZE３ ： バスト:110cm 着丈:88cm

ワンピース

¥4,800 ¥6,200 ¥7,800

¥6,800 ¥7,200

ジャケット

ライトポンチ

T/C絣天竺 T/C絣天竺

ワンピース ギャザーワンピース カーディガン

プルオーバー ワンピース ドレープワンピース

¥6,200 ¥6,800 ¥6,800

プリント綿ジャージー プリント綿ジャージー プリント綿ジャージー

T/C絣天竺

ライトポンチ
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ブロックブラッシュプリント　　9月入荷予定 Made in India

MC.ﾓｶ

NV.ﾈｲﾋﾞｰ

2色

150925-423 150925-424
綿100% 綿100%

SIZE３ ： バスト:107cm 着丈:61cm SIZE３ ： バスト:108cm 着丈:60cm

150925-425
綿100%

SIZE３ ： バスト:104cm 着丈:85cm

150925-426
綿100%

SIZE３ ： ウエスト:70/84cm 後丈:72cm　　　150925-424MC ブロックブラッシュプリントプルオーバー \6,500

　　　150925-426MC ブロックブラッシュプリントスカート \7,500

ピンタックシャツ プルオーバー

¥6,800 ¥6,500

チュニック

¥7,200

¥7,500

スカート

ブロックブラッシュプリント ブロックブラッシュプリント

ブロックブラッシュプリント

ブロックブラッシュプリント
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コットングルグル刺繍　　9月入荷予定 Made in India

WH.ﾎﾜｲﾄ

KH.ｶｰｷ

NV.ﾈｲﾋﾞｰ

3色

150925-456 150925-457 150925-458
綿100% 綿100% 綿100%

SIZE３ ： バスト:106cm 着丈:59cm SIZE３ ： バスト:116cm 着丈:60cm SIZE３ ： ウエスト:68/82cm 脇丈:72cm

コーデュロイ　　9月入荷予定 Made in India

GN.グリーン

NV.ネイビー

BK.ブラック

3色

150925-463 150925-464 150925-465
綿 100% 綿 100% 綿 100%

SIZE３ ： バスト:110cm 着丈:83cm SIZE３ ： バスト:100cm 着丈:88cm SIZE３ ： ウエスト:68/84cm 脇丈:80cm

カスリニット　　9月入荷予定 Made in China

BE.ﾍﾞｰｼﾞｭ

BL.ﾌﾞﾙｰ

GN.ｸﾞﾘｰﾝ

3色

150912-444 150912-445 150912-446
ｱｸﾘﾙ 92% ｳｰﾙ8% ｱｸﾘﾙ 92% ｳｰﾙ8% ｱｸﾘﾙ 92% ｳｰﾙ8%

Fサイズ ： バスト:96cm 着丈:70cm Fサイズ ： バスト:96cm 着丈:73cm Fサイズ ： バスト:98cm 着丈:68cm

カーディガン ベストチュニック

¥8,500

¥8,600

カスリニット カスリニット カスリニット

¥6,800 ¥9,000

¥7,800 ¥8,800 ¥7,600

コート パンツ

コットングルグル刺繍 コットングルグル刺繍

コーデュロイ コーデュロイ コーデュロイ

¥8,800

※ パンツは KH.カーキ と NV.ネイビー のみ。

ジャケット シャツ クロップドパンツ

¥10,000

チュニック

コットングルグル刺繍
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モダールサラサプリント　　10月入荷予定 Made in India

CE.ｸﾘｰﾑ

GN.ｸﾞﾘｰﾝ

BL.ﾌﾞﾙｰ

3色

151001-450 151001-451
ﾚｰﾖﾝ 100% ﾚｰﾖﾝ 100%

SIZE３ ： バスト:104cm 着丈:90cm SIZE３ ： バスト:117cm 着丈:100cm

チェックベロア　　10月入荷予定 Made in India

GY.ｸﾞﾚｰ

BK.ブラック

2色

151002-452 151002-453 151002-454
綿 100% 綿 100% 綿 100%

SIZE３ ： バスト:120cm 着丈:63cm Fサイズ ： バスト:130cm 着丈:102cm SIZE３ ： ウエスト:70/85cm 後丈:76cm

ヘリンボーンカディ　　10月入荷予定 Made in India

BL.ブルー

BK.ブラック

2色

151002-470 151002-471
綿 100% 綿 100%

SIZE３ ： バスト:100cm 着丈:102cm SIZE３ ： ウエスト:70/84cm 後丈:69cm

¥11,000 ¥9,200

ワンピース スカート

¥14,800 ¥11,000

チュニック ワンピース

ヘリンボーンカディ ヘリンボーンカディ

ギャザープルオーバー フレンチスリーブチュニック パネルスカート

チェックベロア チェックベロア チェックベロア

¥9,800 ¥11,000 ¥9,200

モダールサラサプリント モダールサラサプリント
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二重臼ニット　　10月入荷予定 Made in China

NV.ﾈｲﾋﾞｰ

BK.ﾌﾞﾗｯｸ

2色

151056-459 151056-461
アクリル 61% / ナイロン 24% / 毛 15% アクリル 61% / ナイロン 24% / 毛 15%

Fサイズ ： バスト:92cm 着丈:75cm Fサイズ ： バスト:104cm 着丈:78cm

ミディアムポンチ　　11月入荷予定 Made in China

BL.ブルー

BK.ブラック

2色

151142-480 151142-481
ポリエステル78%/レーヨン20%/ポリウレタン2% ポリエステル78%/レーヨン20%/ポリウレタン2%

Fサイズ ： バスト:118cm 着丈:75cm SIZE３ ： バスト:100cm 着丈:88cm

＊サンプルの色はありません。 ＊サンプルの色はありません。

二重臼縮絨　　11月入荷予定 Made in China

BL.ブルー

BK.ブラック

2色

151120-483 151120-484
毛 100% 毛 100%

Fサイズ ： 着丈:72cm Fサイズ ： バスト:100cm 着丈:77cm

カーディガン チュニック

¥8,800 ¥8,800

ワンピース

¥7,800

二重臼縮絨コート

チュニック

¥7,600

二重臼縮絨ショートコート

¥18,500¥18,500

ミディアムポンチ ミディアムポンチ

二重臼ニット 二重臼ニット
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コーデュロイプリント　　9月入荷予定 Made in India

150902-601 150902-602 150902-609
綿 100% 綿 100% 綿 100%

Fサイズ ： バスト:122cm 着丈:99cm SIZE２ ： ウエスト:68/80cm 後丈:65cm SIZE２ ： バスト:100cm 着丈:85cm

＊サンプルの色はありません。

カディツイル刺繍　　9月入荷予定 Made in India

150948-603 150948-604 150948-605
綿 100% 綿 100% 綿 100%

SIZE２ ： バスト:106cm 着丈:58cm SIZE２ ： バスト:102cm 着丈:86cm Fサイズ ： バスト:127cm 着丈:82cm

ギチャシルクフラワー　　9月入荷予定 Made in India

150902-606 150902-607 150902-608
絹 50% 綿 50% 絹 50% 綿 50% 絹 50% 綿 50%

SIZE２ ： バスト:96cm 着丈:55cm SIZE２ ： バスト:98cm 着丈:83cm SIZE２ ： ウエスト:68/80cm 脇丈:46cm
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後ろタックドレス タックスカート コートドレス

¥11,000 ¥9,500 ¥12,000

スモッキングジャケット チュニック コートドレス

¥15,000 ¥14,800 ¥16,800

タックプルオーバー チュニック キュロット

¥16,500 ¥18,800 ¥16,000

コーデュロイプリント コーデュロイプリント コーデュロイプリント

カディツイル刺繍 カディツイル刺繍 カディツイル刺繍

ギチャシルクフラワー ギチャシルクフラワー ギチャシルクフラワー

BK.ブラック 

MD.マスタード 

NV.ネイビー 

NV.ネイビー 

BE.ベージュ 

BK.ブラック 

LB.ライトブルー 



カディコットンギャベ　　9月入荷予定 Made in India

150902-610 150902-611 150902-612
綿 100% 綿 100% 綿 100%

SIZE２ ： バスト:110cm 着丈:60cm SIZE２ ： バスト:94cm 着丈:82cm SIZE２ ： ウエスト:68/84cm 後丈:68cm

＊柄の位置が変わります。

ミティラープリントキルティング　　10月入荷予定 　Made in India

151025-617 151025-618 151025-620
綿 100%（中綿ポリエステル100％） 綿 100%（中綿ポリエステル100％） 綿 100%（中綿ポリエステル100％）

SIZE２ ： バスト:98cm 着丈:93cm SIZE２ ： バスト:100cm 着丈:95cm Fサイズ ： ウエスト:68/102cm 後丈:73cm
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プルオーバー ノースリーブチュニック タックスカート

¥6,800 ¥7,200 ¥7,500

ノースリーブチュニック ノーカラーコート ギャザースカート

¥9,000 ¥12,000 ¥8,800

カディコットンギャベ カディコットンギャベ カディコットンギャベ

ミティラープリントキルティング ミティラープリントキルティング ミティラープリントキルティング

BE.ベージュ 

BK.ブラック 

MX.マルチ 

BK.ブラック 

NA.ナチュラル 



フラワージャガード　　9月入荷予定 　　Made in India

150902-615
綿60% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ25％ ﾅｲﾛﾝ 15%

SIZE２ ： バスト:104cm 着丈:95cm

150902-613
綿60% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ25％ ﾅｲﾛﾝ 15%

SIZE２ ： バスト:100cm 着丈:56cm

＊生地変更になります。型見本です。

150902-616 150902-614
綿60% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ25％ ﾅｲﾛﾝ 15% 綿60% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ25％ ﾅｲﾛﾝ 15%

SIZE２ ： ウエスト:65/83cm 後丈:63cm SIZE２ ： バスト:94cm 着丈:88cm

＊生地変更になります。型見本です。

プチハイネックドレス

¥14,800

ジャケット

¥12,000

タックスカート ノースリーブチュニック
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¥9,000 ¥10,000

150902-615NA フラワージャガードプチハイネックドレス \14,800

フラワージャガード

フラワージャガード

フラワージャガード フラワージャガード

BK.ブラック 

NA.ナチュラル 



株式会社　東京かんかん

本社営業部　　〒155-0033　東京都世田谷区代田1-47-1　TEL 03-5486-3121 / FAX 03-5486-1661

TOC五反田　　〒141-0031　東京都品川区西五反田7-22-1 TOCビル7F 10・11号　TEL 03-3495-2371 / FAX 03-3495-2381

卸専門オンラインショップ　　http://tokyo.kankan.co.jp/

・カタログは商品入荷予定月順に掲載しております。生産国の都合により、やむなく納期が変更することがあります。 

・カタログ掲載商品は写真撮影および印刷の都合上、実際の商品と異なる場合がございますのでご了承ください。 

・着丈は着用者の後ろ中心の首の付け根から裾までの長さを表示しております。 

 そのため、表示された着丈と実際の長さに誤差があるデザインもございます。 

・サイズ、仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。 

・表示価格はすべて税抜価格です。 

・モデル着用品の中で特に記載のないものは参考商品です。 


