
一年中心地よいコットン２重ガーゼの構造

ー生地アップ画像ーー接結２重ガーゼの特徴ー

生地接結点

ー接結２重ガーゼの特徴ー

２重ガーゼのような接結ニット調の生地は 2層の

生地が空気をため込み、夏は通気性・透湿性に優

れサラサラ、冬はあたたかく一年中快適に過ごせ

る生地です。

袋編み仕上げなので脇に縫い目がなくゴワつき感

も少なく、身体にやさしく寄り添います。
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やさしさ纏う ふんわりガーゼ接結インナー

やさしさ纏うふんわり
ガーゼのハーフトップブラ

上代）3,500 円（税抜）・3,850 円（税込）上代）3,600 円（税抜）・3,960 円（税込）

品　番：6489SK-05（グレー）
品　質：綿・その他繊維
サイズ：M～ L）バスト 79 ～ 94 ㎝
原産国：日本製

品　番：6490SK-05（グレー）
品　質：綿・その他繊維
サイズ：M～ L）　バスト 79 ～ 94 ㎝
　　　　　　　丈）約 65 ㎝
原産国：日本製

品　番：6491SK-05（グレー）
品　質：綿・その他繊維
サイズ：M～ L）バスト 79 ～ 94 ㎝
　　　　　　　丈）約 35 ㎝
原産国：日本製

品　番：6492SK-05（グレー）
品　質：綿・その他繊維
サイズ：M～ L）ヒップ 87 ～ 100 ㎝
原産国：日本製

品　番：6493SK-05（グレー）
品　質：綿・その他繊維
サイズ：M～ L）バスト 79 ～ 94 ㎝
原産国：日本製

上代）1,900 円（税抜）・2,090 円（税込）

上代）2,500 円（税抜）・2,750 円（税込） 上代）4,900 円（税抜）・5,390 円（税込）

前部分は２枚仕立てで
ブラパット入れられる仕様

やさしさ纏うふんわり
ガーゼのタンクトップ

やさしさ纏うふんわり
ガーゼのウエストウォーマー

やさしさ纏うふんわり
ガーゼのリラックスボトム

やさしさ纏うふんわり
ガーゼの７分袖インナー
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ふんわりガーゼのやさしいシルクネックウォーマー
光沢のあるなめらかなシルクをつかった薄手のネックウォーマーはガーゼのように
ふんわり空気を含みやさしく首元を包み込みます。
折り返して２重にしたり、くしゅくしゅっとさせたりアレンジ自在のアイテムです。

さらりとした綿麻をつかった薄手のネックウォーマー。
ガーゼのようにふんわり空気を含みやさしく首元を包み込みます、３色の切替カラー
がアクセントになり、首元を彩ります。

ふんわりガーゼのやさしい綿麻ネックウォーマー

サイズ：約巾W22×H50 ㎝
品　番：9429SK 品　番：9430SK
上　代：2,200 円（税抜）・2,420 円（税込） 上　代：1,600 円（税抜）・1,760 円（税込）

品　質：絹 99％・その他繊維１％
原産国：日本

サイズ：約巾22×長さ50㎝
品　質：綿85％・麻15％
原産国：日本

グレー（05）

ネックウォーマーとして ヘアバンドとして ヘアバンドとして 帽子として帽子として ネックウォーマーとして

JAN：4549503006332 JAN：4549503006356 JAN：4549503006349 JAN：4549503006387 JAN：4549503006363
ネイビー（77） 黒（07） グレー（05）ピンク（12） チャコール（06）

JAN：4549503006370
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ふんわりやさしいガーゼに包まれる心地よさ

品　番：8733SK
サイズ：腕まわり・ふくらはぎまわり）24～ 55cm　丈）約 42cm
品　質：表側 )綿 100％　内側 )絹 95％・ポリエステル 4％・その他繊維 1％　
原産国：日本

品　番：8733SK－L
サイズ：腕まわり・ふくらはぎまわり）24～ 55cm　丈）約 60cm
品　質：外側 )綿 100％　内側 )絹 95％・ポリエステル 4％・その他繊維 1％　
原産国：日本

02（オフ）

ゴムがほとんど入って
いないゆるめの仕様

レッグウォーマーとして

アームウォーマーとして

上下のくちゴム

レッグ部　
肌にふれるのはシルク 外側 綿・

内側シルクの
ふわふわやわらか
２重ガーゼ

かぜまとう、ふんわりガーゼのアーム＆レッグウォーマー
ふんわり薄手の２重編みのガーゼアーム＆レッグウォーマーは、まとっているのを忘れる程やわらかく自然な付け心地。 薄手なのでパンツスタイルでも目立たず着用いただけます。

上　代：1,300 円（税抜）・1,430 円（税込） 上　代：1,600 円（税抜）・1,760 円（税込）

JAN：4549503003447
07（ブラック） 05（グレー）

JAN：4549503003454JAN：4549503003461
05（グレー）

JAN：4549503007490
72（ライトブルー）07（ブラック）
JAN：4549503007513JAN：4549503007506

※内側のナイロン・その他繊維に関しては、足口の縫製糸及び伸縮糸に使用されております。

レッグウォーマーとして

ゴムがほとんど入って
いないゆるめの仕様

ふわふわやわらか

05（グレー） 72（ライトブルー）07（ブラック）

ショート丈（約 42㎝） ロング丈（約 60㎝）



4

原産国：日本
品　質：綿 54%・シルク 44％・その他繊維 2％
サイズ：Ｍ～Ｌ）ヒップ 85～ 98㎝　身長 150～ 165 ㎝
品　番：6839SK

着用イメージ

前 横

かぜまとう、ふんわりガーゼの綿シルクレギンス 上代 3,900 円（税抜）・4,290 円（税込）

ベージュ（80） チャコール（06）グレー（05）

原産国：日本
品　質：綿 54％・シルク 43％・その他繊維 3％

品　番：6840SK
サイズ：Ｍ～Ｌ）ヒップ：87～ 100 ㎝　丈：約 50㎝

上代 3,400 円（税抜）・3,740 円（税込）

ふんわりガーゼのように編んだ肌側シルク、外側綿の無縫製のガーゼレギンス。
ゆったりと肌にやさしくまとうのでまるで履いていないような心地よさ。
汗が気になるヒップまわりもサラッと快適に。

JAN：4549503009371 JAN：4549503009388 JAN：4549503009395
ベージュ（80） チャコール（06）チャコール（06）グレー（05）

JAN：4549503009371 JAN：4549503009388 JAN：4549503009395
ベージュ（80） グレー（05）

ウエストは伸びよく
ソフトフィット編み

ふんわりガーゼの
ようなやわらかく
編んだ心地よい生地

足首は締め付けの
ないソフト編み

１
肌側シルク、外側コットンの心地よさ
夏のお肌は紫外線や汗等にさらされ敏感に。
天然素材のインナーで夏肌の心地よさ

ふんわり編んで風をとおすガーゼ
調の編地はお肌喜ぶ心地よさ2
風まとう、ふんわりガーゼ生地 縫い目ゼロでゴロ付かない

ゴムなしで薄手で伸びよくソフトに
フィット。
締め付けなくお腹まわり快適仕様

楽 ゆ る フ ィ ッ ト

3 素肌に直接まとうので縫製のゴロ
付きが気ならないよう無縫製に。

JAN：4549503009326 JAN：4549503009333
チャコール（06）ベージュ（80） パンツ着用

かぜまとう、ふんわりガーゼの綿シルクペチパン
ふんわりガーゼのように編んだ無縫製のガーゼのぺチパンツ。
ゆったりと肌にやさしくまとうのでまるで履いていないような心地よさ。
ワイドパンツやスカート下の肌のベタ付きをサラっと快適に。

前 横


