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ダヤンとチップ
ベロアジップJK  2B
税込￥14,0/
本体￥14,000
グレイ 918151
660×560 mm  
表／綿65％ポリエステル35％
裏地／ポリエステル100％

　ラグランしっぽD F
　税込￥9,975/本体￥9,500

エンジェルダヤン 長袖T LF　　
税込￥7,980/本体￥7,600
こげ茶　918125
黒　　　918231
580×460 mm　綿89％ポリウレタン11％

2匹のお茶会長袖T LF　　
税込￥6,090/
本体￥5,800
ベージュ　918128
黒         　918129
640×500 mm　綿100％

ダヤンとジタン
ボーダー長袖T F　　
税込￥8,715/本体￥8.300
918131
680×570 mm　綿100％

ダヤンとジタン
ボーダー長袖T LF　　
税込￥8,715/本体￥8.300
918130
630×500 mm

スノーイング長袖T 1　　
チャコールG　918132
570×430 mm  

スノーイング長袖T LF　　
チャコールG　918133
640×480 mm

スノーイング長袖T 2B　　
税込￥8,190/本体￥7,800
チャコールG　918134
680×530 mm
綿100％

しっぽ袖なしウールカットソー LF　　
税込￥9,975/本体￥9,500
ピンク系　918141
グレイ系   918142
630×520 mm　ウール100％

DDライダース風JK LF　　
税込￥15,750/本体￥15,000
黒　918145
580×530 mm

DDライダース風JK 2B　　
税込￥15,750/
本体￥15,000
黒　918146
610×590 mm
綿100％　ウオッシュ加工

DDパンツ LF　　
税込￥14,490/
本体￥13,800
黒　918147
680（W）×980（H）
×1070（丈） mm

DDパンツ 2B　　
税込￥14,490/
本体￥13,800
黒　918148
800（W）×1060（H）
×1130（丈） mm
綿100％　ウオッシュ加工

ダヤンとチップベロアジップJK  LF　　
税込￥14,490/本体￥13,800
グレイ　918150　620×530 mm モコモコボアコート LF

税込￥29,400/本体￥28,000
茶系　918158
740×560 mm
パイル／アクリル100％　
別布／綿100％
グランド／アクリル50％
ポリエステル50％
裏地／ポリエステル100％

●透かし編みの入った
　半袖ニットは,,長Tと
　組んでもÊいいね！

モコモコボアコート LF
税込￥29,400/本体￥28,000
茶系　918158
740×560 mm
パイル／アクリル100％　
別布／綿100％
グランド／アクリル50％
ポリエステル50％
裏地／ポリエステル100％

Daフリース プルオーバー 2B
税込￥10,290/本体￥9,800
あんず　918161
濃グレイ 918162
680×570 mm　中国製
ポリエステル100％

Daフリース
ネコパベスト LF
税込￥9,240/本体￥8,800
あんず　 918163
濃グレイ 918164
640×510mm　中国製

Daフリースネコパベスト 2B
税込￥9,240/本体￥8,800
濃グレイ　918165
680×550 mm　中国製
ポリエステル100％

Daフリースパンツ 2B
税込￥10,290/
本体￥9,800
濃グレイ　918166
680（W）×1040（H）
×1020（丈） mm　中国製
ポリエステル100％

半袖フォーンの森柄 LF
税込￥10,290/本体￥9,800
オールドローズ　918183
パウダーブルー　918184
640×450 mm
ウール50％アクリル50％

ラグランしっぽD LF
税込￥9,975/本体￥9,500
濃モク×赤　　　 918185
オフW×グリーン　918186
660×460 mm　アクリル54％　
　　　　　　　　　ウール46％

　ラグランしっぽD F
　税込￥9,975/本体￥9,500
　モクブルー×濃ブルー
　 　 918187
　　　680×520 mm
　　　アクリル54％　ウール46％

スープ柄やわらかパーカー 2B　　
税込￥10,500/本体￥10,000
赤　　918126
墨黒　918127
680×570 mm
綿65％アクリル35％
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●ちょっとにぎやかな感じの配色のきれいなパーカー。
　やわらかい素材なので、着心地さわやか！

●きらきらプリントと刺繍のポイント。
　背中ははリボンで結ぶタイプ、
　　袖にクシュクシュッとシャーリン
　　　　グが入る、伸縮性の優れ
　　　　　　た素材。
　　　　

●ちょっと起毛がかかった
　素材、手触りもいいよ！
　背中はチャコールグレイ。

●起毛がかかった素材の、
　カットソー地のプルオー
　バー型。シャツカラー
　タイプで着るとかわいい！

切手柄シャツ風カットソー LF　　
税込￥8,925/本体￥8,500
クラフト茶　918265
620×510 mm

●高級感のあるベロアで
　スポーテイカジュアルな
　ジャケットにしました。
　裏地もついて着脱しやす
　く、保温機能にも優れて
　います

切手柄シャツ風カットソー 2B　　
税込￥8,925/本体￥8,500
黒　918266　650×540 mm
綿100％

●アンティーク調のダヤンプリント
　ワッペンをつけ、製品洗いをかけ
　　　　　　　　　ました。　　　
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●ボアを全面に使った
モコモコかわいいコート
ポイントはダヤンや雪狼
などの模様の入ったテー
プを贅沢に使ってるよ！
着心地も軽～い！

テープアップ
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背中の刺繍柄

衿元は閉めると
こんな感じに！

プルオーバー
前ポケットの上の刺繍

●ラグランスリーブのカジュアルニット
　しっぽがDになってDAYANだよ！

●長Tは別売です。

●透かし編みの入った
　半袖ニットは,,長Tと
　組んでもÊいいね！

●透かし編みの入った
　半袖ニットは,,長Tと
　組んでもÊいいね！

●なにげにジタンも登場！

●背中には
　ジタンがいる！

●いろいろ重ね着
　してみてね！

ダヤンとチップ
ベロアジップJK  2B
税込￥14,490/
本体￥13,800
グレイ 918151
660×560 mm  
表／綿65％ポリエステル35％
裏地／ポリエステル100％


