
メッシュ生地
なじんだ色の
プリントが
かわいい！
重ね着してね！

あわわわわ！やわらかパーカー
税込￥9,975 /本体￥9,500
2A  ベージュ   918667
2B  ベージュ   918668
サイズ 2A　600×480
　　　 2B　650×550 mm
綿100％　アクリルテープ　日本製

あわわわわ！T
税込￥5,985/本体￥5,700
2A　オフW   918669
2A　カーキ   918670
2B　オフW   918671
2B　カーキ   918672
サイズ2A　600×470
　　　2B　640×540mm
綿100％　アクリルテープ　日本製

あわわわわ！パンツ
税込￥9,975 /本体￥9,500
2A  カーキ   918673
2B  カーキ   918674
サイズ
2A　W700×H980×股下590
2B　820×1060×600mm
綿100％　アクリルテープ　
日本製　パンツは8分丈です

桜やわらかT
税込￥4,935
本体￥4,700
１　 桜　918677
2A 桜　918678
サイズ
１　 580×430
2A 600×470 mm
ポリエステル65％　
綿35％　日本製

チャリトレジャージ
税込￥9,975
本体￥9,500
2A　ベージュ　918679
2A　墨黒　　　918680
2B　ベージュ　918681
サイズ
2A　600×480
2B　650×550 mm
綿100％　
コットンニットテープ　
日本製

チャリトレ
ハーフパンツ
税込￥6,510
本体￥6,200
2A  ベージュ   918683
2A  墨黒　　 918684
2B  ベージュ   918685
サイズ
2A　W640×H1100
　　　×股上340
2B　660×1150×370 mm
綿100％　コットンニットテープ　
日本製

INDAYAN T
税込￥4,935/本体￥4,700
2A  ブルーグレイ   　918687
2A  濃ウォームグレイ 918688
2B  ブルーグレイ   　918689
3　  濃ウォームグレイ 918690
サイズ2A　600×470
　　　2B　640×540
　　　3　  720×570 mm

INDAYAN ノースリーブ
税込￥4,515/本体￥4,300
2A  ブルーグレイ   　  918691
2A  濃ウォームグレイ   918692
2B  ブルーグレイ　　　918693
2B  濃ウォームグレイ　918694
　　サイズ 2A  600×460
　　　　　 2B  640×540mm
　　　　　　　綿100％　日本製 

惑星柄長袖T
税込￥6,825/本体￥6,500
１　　ベージュ　918699
2A　ベージュ　918700
サイズ １ 　580×430
　　　2A  600×470 mm
綿100％　日本製 

惑星柄T
税込￥4,935/本体￥4,700
１　　ベージュ　918701
2A　ベージュ　918702
2B　ベージュ　918703
サイズ １　 580×430
　　　2A  600×470
　　　2B  640×540mm
綿100％　日本製

Beeタンク
税込￥5,145
本体￥4,900
１　  グレイ　　918704
2A  ベージュ　918705
2A  グレイ　　918706
サイズ １　 600×410
　　　2A  620×450 mm
綿100％　日本製

ペタペタワッペンシャツ　
税込￥9,240
本体￥8,800
2A　白　　　918618
2A　黒　　　918619
2B　黒　　　918620
3　　カーキ　918621
サイズ 2A　630×500
　　　2B　680×570

　　　3　　720×600mm
綿100％綿ブロード地　日本製

ワンウオッシュ加工 

ペタペタワッペンジャンスカ　
税込￥9,975/本体￥9,500
2A　カーキ　 918622
2B　カーキ　 918624
サイズ2A　1040×490

　　　2B　1060×560mm

綿100％　日本製 

ＳＷＥＥＥＥＴ！半袖T
税込￥4,410
本体￥4,200

　　　　

ＳＷＥＥＥＥＴ！タンク
税込￥3,570
本体￥3,400
１　　黄　　 918628
１　　セピア 918629
2A　黄　　 918630
2A　セピア 　918631
サイズ
１　  580×430
2A  620×450 mm

綿100％　日本製

みにゃ～いわにゃ～きかにゃ～T　
税込￥3,990/本体￥3,800
2A　水色　　　918632
2A　オレンジ　918633
2B　水色　　　918634
2B　オレンジ　 918635
3　　黒　　　  918636
サイズ 2A　600×470
　　　 2B　640×540
　　　 3　　720×570mm

ダヤニズムセット
税込￥8,274
本体￥7,880
１　　水色×サンド　918637
2A　水色×サンド　918638
2A　ベージュ×サンド　918639
2B　ベージュ×サンド　918640
サイズ
１　 上/580×430
　　下/W600×H980
　　　×股下320mm
2A　上/600×470　
　　下/630×1040×330
2B　上/640×540　
　　下/660×1100×340

上下/綿 100％　日本製

あしあとダヤン7分袖T　
税込￥5,985/本体￥5,700
2A オフW　  918641
2A オレンジ　918642
2B オレンジ　918644
サイズ
2A  600×470
2B  640×540 mm

綿100％　日本製 

あしあとダヤンRUパンツ
税込￥9,870/本体￥9,400
１　　紺デニム　918645
2A　紺デニム　918646
2B　紺デニム　918647
サイズ
１　W580×H880×股下450
2A　660×960×510

2B　760×1040×550mm
綿100％　日本製 
RUとは
ロールアップの略です
ウオッシュ加工のため
多少プリントはかすれ
ます

マーシィ♯5T　
税込￥3,990/本体￥3,800
１　　ピンク　 918648
2A　オフW　 918649
2A　ピンク　  918650
2B　ピンク　 918652
サイズ １ 　 580×430
　　　2A　600×470
　　　2B　640×540mm
　　　綿100％　日本製 

マーシィのくつろぎセット　
税込￥8,274/本体￥7,880
１　  ピンク×茶　918653
2A　ピンク×茶　918654
サイズ 
１　 上/580×430
　　下/600×980×320
2A　上/600×470　
　　下/630×1040×330mm
　上下/綿100％　日本製

マーシィのリボン長袖T
税込￥7,245
本体￥6,900
１　　ピンク　918656
2A　ピンク　918657
2A　モクG　918658
サイズ １　  600×430
　　　2A　620×470mm
綿100％　 日本製 

マーシィのトゥシューズ T
税込￥4,830/本体￥4,600

１　　ピンク　918659
2A　ピンク　918660
2A　黒　918661
2B　黒　918721

　　サイズ 　　　　　　　
 　１　 580×430

2A　600×470
　　　2B　640×540 mm

綿100％　日本製 

マーシィのレイヤードプチメッシュT
税込￥6,825 /本体￥6,500
2A　淡ピンク　918662
2A　淡グレイ　918663
サイズ　2A　620×470 mm
綿100％　日本製 

デザダヤテイルタンク
税込￥5,565/本体￥5,300
１　  ブルー　918664
１　  黒　　　918907
2A  黒　　　918665
2A  セピア　918666
サイズ １　 580×430
　　　2A  600×470 mm

猫海賊ボーダーT
税込￥5,985
本体￥5,700
2A  紺系　918695
2A  カーキ系　918696
2B  紺系　　　918697
2B  カーキ系　918698
サイズ2A　600×470
　　　2B　640×540 mm
綿100％　日本製 

その猫をつかまえろ！
半袖シャツ
税込￥9,975
本体￥9,500
2A  黒 ST　918707
3    黒 ST　918708
サイズ
2A　640×500
3  720×600 mm
綿100％　日本製
ヒッコリー地

その猫をつかまえろ！
カーゴパンツ
税込￥12,390
本体￥11,800
2A  黒ST　918709
2B  黒 ST　918710
サイズ 
2A W700×H980
　　×股下720
2B 780×1040×780 mm
綿100％　日本製　
ヒッコリー地

タシルの街タンク
税込￥5,145/本体￥4,900
2A  グレイ系  918711
サイズ2A　620×450 mm
綿100％　日本製 

タシルの街T
税込￥5,880/本体￥5,600
2A　グレイ系　　918712
サイズ2A　650×470 mm
綿100％　日本製 

１　 黄　　  918625
2A 黄　　918626
2B セピア　918627
サイズ
 １　  580×430
2A　600×470
2B　640×540mm

綿100 ％　
日本製 

綿100％　
日本製 

綿100％　日本製

色々あるワッペンやら
なんやらペタペタ
しちゃいました

前ワンポイント

ホイッって着れる
ジャンスカは
ローウエスト
ルーズシルエット！

ななめにカットさせた　

フロントの先をしっぽにみたてて

ちょっと結んで着てね

2A2Bは背中の肩
ワンポイント有

じつはパンツとおそろい柄

あしあとの 中にダヤンが！

サイドにストリング（紐）があって
少しラウンドできるよ！

ちゃりでリンリンって、手をふる～！
この中厚の良質の綿ジャージは
ぜひ上下できてほしい！

ななめに入ったカットラインが
ボーダーを立体的に見せて
着るとかわいい！

パイピングは
Beeです！

ジャガードテープを
くるくると、、、
あわててるダヤンが
かわいいね！

テープはわざと
浮いている部分
があります

やわらかい素材
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綿100％
日本製

生地のストライプが

おかしく見えますが

印刷上での事です

製品は右の拡大図

の様な感じです

写真では柄が

みえませんが

ベージュと同

じプリント柄

が入ってます


