
ぐるぐるダヤンハンカチ　　
税込￥630/本体￥600
赤                918093
セイジ           918094
マスタード　  918095
450×450　綿100％

エンジェルダヤン
ぬいぐるみSS　　
税込￥1,838/
本体￥1,750
918096　
中国製
頭まで90mm

Daフリースブランケット 
税込￥6,300/本体￥6,000
あんず　　918167
濃グレイ　918168
ポリエステル100％
1500×1400　中国製
■まん中の穴に頭を入れてポンチョ風にも使えます。

Daフリース
ルームシューズ 
税込￥1,838/
本体￥1,750
あんず　　918171
濃グレイ　918172
表　ポリエステル100％
裏　綿100％　中綿ウレタン
22～25cm　中国製

ボアチロリアンポシェット 
税込￥5,145/本体￥4,900
918175

モコモコボアポシェット 
税込￥5,145/本体￥4,900
918175　アクリル100％
リブ部分ウール40％アクリル60％
裏地ポリエステル100％
200×200×40

モコモコボア帽子
税込￥6,090/
本体￥5,800
918176
レディースフリー
アクリル100％/
　　　綿100％

モコモコボアBAG
税込￥6,090/本体￥5,800
918177　250×120×120
アクリル100％/　綿100％
裏地ポリエステル100％

モコモコボアマフラー
税込￥3,465/本体￥3,300
918178　850×120　
アクリル100％/裏　綿100％

モコモコボアマフラー
税込￥3,465/本体￥3,300
918178　850×120　
アクリル100％/裏　綿100％

チビクロ
マフラー
税込￥3,990/
本体￥3,800
灰薄紫　918181
黒　　　918182
表/毛100％　
裏/ポリエステル75％
レーヨン25％　

モコモコボアカバー付手袋
税込￥6,090/本体￥5,800
918180　レディースフリー
カバー/アクリル100％

モコモコボアカバー付手袋
税込￥6,090/本体￥5,800
918180　レディースフリー
カバー/アクリル100％

エンジェルダヤン手袋　　
税込￥6,090/本体￥5,800
918105

エンジェルダヤン
キャスケット　　
税込￥6,090/
本体￥5,800
918106

エンジェルダヤン
ソックス　　
税込￥1260/
本体￥1,200
黒　918108
レディースフリー
（22～24cm）
 綿/アクリル/ナイ
ロン/ポリウレタン

エンジェルダヤン
ソックス　　
税込￥1,365/
本体￥1,300
シルバー　918107

エンジェルダヤンハイソックス　　
税込￥1,470/本体￥1,400
黒　918109

チビクロ猫キャップ
税込￥1,785/
本体￥1,700
あんず　　918264
濃グレイ　918221　
210×290mm
ポリエステル100％

革バングル時計D&C
税込￥11,550/
本体￥11,000
918222
35Φ　ベルト巾40mm
190～230mm位まで
　　調節できます　牛革
　　1年間保証書

9/末
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9/上
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60p　3Dジグソー
アニバーサリーダヤン　ブルー
918268
税込￥998/本体950
76Φ　中国製

10/上
n e w

9/上
n e w

9/上
n e w

9/上
n e w

9/末
n e w

■ウール表面にやわら
　かいプリント柄です。
　プリントは多少かす
　　　れた感じに仕上
　　　がります、、、
　　　　ご了承ください。

エンジェルジタン
ぬいぐるみSS　　
税込￥1,838/
本体￥1,750
918097　
中国製
頭まで90mm

素材/本体 アクリル　
羽根 ポリエステル
（他部材有）

レディースフリー（22～24cm）
綿/レーヨン/アクリル/
ポリエステル/ポリウレ
タン/ナイロン

　レディースフリー（22～24cm）
  

ナイロン100％

レディースフリー
ウール90％　アクリル10％

フリーサイズ　綿100％

60p　3Dジグソー
アニバーサリーダヤン　レッド
918269
税込￥998/本体950
76Φ　中国製

ダヤンのお祭りの本
918267
税込￥1,785/本体1,700
※書籍扱い　A5判

■ミニミニサイズで新登場！
　クリスマスオーナメント
　にもなるよ！

■[古今東西日本往来]
　お祭り大好きな
   作者が, 日本の
   3大祭を 7年超
   しで追いかけた。
   臨場感たっぷり、
  スケッチどっさり
  で お届けします。
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8/末
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■耳カバーは
　取り外し可！

1100×160mm

9/上
n e w

10/上
n e w

手袋/ウール90％　アクリル10％

●手袋には柄はなく
　ダヤンのテープの
　柄のみとなります。

叫ぶねこリング　　
税込￥7,140/
本体￥6,800
11号　  918023
13号  　918024
15号  　918025

笑うねこリング　　
税込￥7,140/
本体￥6,800
11号　  914813
13号  　914814
15号  　914815
リング全てシルバー925

ジタンねこリング　　
税込￥7,140/
本体￥6,800
11号　  918026
13号  　918027
15号  　918028

銀製フェイス
リング’’04　　
税込￥7,140/
本体￥6,800
9号　　  917944
11号　  917945
13号  　917946
15号  　917947 9/末

n e w

ツイードトート　　
税込￥7,245/本体￥6,900
918234　ウールツイード×革
260×320×140mm　　中国製

ツイードギャザートート　　
税込￥9,240/本体￥8,800
918235　ウールツイード×革　
240×320×120mm　中国製

ツイードボストンショルダー　　
税込￥9,555/本体￥9,100
918236　ウールツイード×革　
150×290×140mm　中国製

フロントファスナーポケット
両サイド、背面にポケット付
ショルダーは取り外し可。

本体はファスナー開閉。
持ち手のところに正面、背面ポケット付。

本体はマグネット止め。
正面にファスナーポケット付。

Daフリースマフラー 
税込￥1,680/本体￥1,600
あんず　　918169
濃グレイ　918170
ポリエステル100％
1500×130　中国製

あたたかルームソックス/遠赤 
税込￥1,680/本体￥1,600
あんず　　918173
濃グレイ　918174
アクリル・ナイロン・
ウール・ポリウレタン
23～25ｃｍ
遠赤外線対応抗菌防臭
練り混み繊維
抗菌防臭加工

9/末
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