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レディースマフラー＆ストール　01カタログNO. :

ウール 100％
シンプルな無地のマフラーなので、男性用としてもご使用いただけます。
シンプルで合わせやすい無地カラーマフラー、コートの下でも使いやすい定番のマフラー！

レディース　マフラー

品　番：# 64151
品　名：無地 マフラー
素　材：ウール 100％
サイズ：30 cm X 160 cm
６配色：ブラック、キャメル、ライトグレー
　　　　ブラウン、グリーン、グレー
重　量：105 ｇ　　
原産国：中国製

柄違い：64161、64172

レディース　マフラー

品　番：# 64162
品　名：ラインチェック柄 マフラー
素　材：ウール 100％
サイズ：32 cm X 180 cm
３配色：ブラック、ライトグレー、ホワイト
重　量：120 ｇ　　
原産国：中国製

柄違い：64161、64162

レディース　マフラー

品　番：# 64172
品　名：オンボレチェック柄 マフラー
素　材：ウール 100％
サイズ：32 cm X 180 cm
５配色：ブラック、キャメル、ネイビー
　　　　ブラウン、ワイン
重　量：120 ｇ　　
原産国：中国製

ウール 100％
個性的なラインチェック柄のレディースマフラーです。
コーデのアクセントに、首元をおしゃれに彩ってくれます。

ウール 100％
個性的なオンボレチェック柄のレディースマフラーです。
コーデのアクセントに、首元をおしゃれに彩ってくれます。

柄違い：64162、64172
ウール 100％
人気の千鳥柄のレディースマフラーです。
コーデのアクセントに、首元をおしゃれに彩ってくれます。

レディース　マフラー

品　番：# 64161
品　名：千鳥格子 マフラー
素　材：ウール 100％
サイズ：32 cm X 180 cm
３配色：ブラック、ライトグレー、キャメル
重　量：120 ｇ　　
原産国：中国製
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無地の手編みのレディースニットマフラーです。
ラメ糸がアクセントになっていて、とてもおしゃれなマフラーです。 
手編みなのでとてもやわらかく、やさしく首にフィットします。 

レディース　マフラー

品　番：# 67142
品　名：無地 ラメ入り手編みマフラー
素　材：アクリル 100％
サイズ：15 cm X 200 cm
３配色：ブラック、ベージュ、ピンク
重　量：105 ｇ　　
原産国：中国製

ストライプラッセル編みのレディースニットマフラーです。
無地と白色のストライプが軽快で優しい風合いを出しています。
ニットなのでとてもやわらかく、やさしく首にフィットします。 

レディース　マフラー

品　番：# 67182
品　名：ストライプ ニットマフラー
素　材：アクリル 100％
サイズ：22 cm X 180 cm
４配色：ブラック、ベージュ、サックス、ピンク
重　量：170 ｇ　　
原産国：中国製
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ウール 100％
無地格子織り ( 透かし織り ) のレディースストールです。
透かし柄（穴あき織り）がカジュアルにもフェミニンにも合いとてもおしゃれですよ。 

レディース　ストール

レディース　ストール

レディース　ストール

品　番：# 64353
品　名：無地 透かし織りストール
素　材：ウール 100％
サイズ：50 cm X 170 cm
３配色：ブラック、ベージュ、ホワイト
重　量：90 ｇ　　
原産国：中国製

品　番：# 67291
品　名：無地 やわらかニットストール
素　材：アクリル 100％
サイズ：40 cm X 190 cm
５配色：ブラック、グレー、ブルー、ピンク、
　　　　ベージュ
重　量：150 ｇ　　
原産国：中国製

シンプルであわせやすい無地カラーのニットのレディースストールです。 
ニットなのでとてもやわらかく、やさしく首にフィットします。 
ぐるぐるとボリュームを出して首に巻いたり、広げて肩に羽織ったり、オフィスでひざ掛けに・・

ウール 100％
シンプルな無地のストールに、
ラインストーンが両端に上品に散りばめられていておしゃれです。

品　番：# 64354
品　名：無地　ラインストーン付ストール
素　材：ウール 100％
サイズ：60 cm X 190 cm
４配色：ブラック、ホワイト、ベージュ、ブルー
重　量：125 ｇ　　
原産国：中国製
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差込み式なので、簡単に装着できます。
首元にできるリボンの形がとても可愛らしいです。
外出時はもちろん、室内での使用にもお勧めです。

レディース　差込みプチマフラー

品　番：# 69128-1
品　名：メランジ プチマフラー
素　材：アクリル 79％　ナイロン 20%
　　　　ポリウレタン 1%
サイズ：13 cm X 65 cm
３配色：ブラック、グレー、ベージュ
重　量：70 ｇ　　
原産国：日本製

品　番：# 69128-2
品　名：ボーダー編み プチマフラー
素　材：アクリル 79％　ナイロン 20%
　　　　ポリウレタン 1%
サイズ：13 cm X 62 cm
３配色：ピンク、グレー、ベージュ
重　量：75 ｇ　　
原産国：日本製

品　番：# 69128-3
品　名：バイカラー プチマフラー
素　材：アクリル 79％　ナイロン 20%
　　　　ポリウレタン 1%
サイズ：14 cm X 62 cm
３配色：グレー、ワイン、ネイビー
重　量：78 ｇ　　
原産国：日本製

レディース　差込みプチマフラー

レディース　差込みプチマフラー

メランジカラーのレディースプチマフラー。
差込み式プチマフラーなので、簡単に装着できます。
とてもやわらかく、やさしく首にフィットします。
外出時はもちろん、室内での使用にもお勧めです。

ボーダー編み無地のレディースプチマフラー。
差込み式プチマフラーなので、簡単に装着できます。
とてもやわらかく、やさしく首にフィットします。
外出時はもちろん、室内での使用にもお勧めです。

バイカラーのレディースプチマフラー。
差込み式プチマフラーなので、簡単に装着できます。
とてもやわらかく、やさしく首にフィットします。
外出時はもちろん、室内での使用にもお勧めです。
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2WAY☆
すぽっとかぶるだけでネックウォーマーにもニット帽にも…
飽きの来ない定番のボーダー柄なので、男女兼用です。
シンプルなデザインだから、ウインタースポーツ時やアウトドアシーンはもちろんデイリーユースにもお勧めです。

2WAY☆
すぽっとかぶるだけでネックウォーマーにもニット帽にも…
飽きの来ないケーブル編み無地の 4配色です。
シンプルなデザインだから、ウインタースポーツ時やアウトドアシーンはもちろんデイリーユースにもお勧めです。

2WAY ニット帽＆ネックウォーマー

品　番：# 69131
品　名：ボーダー
素　材：アクリル 75％　ナイロン 10%
　　　　ウール 8%　他 7％
サイズ：周囲 34cm X21 cm
３配色：ブラック系、ワイン系、ベージュ系
重　量：97 ｇ　　
原産国：日本製

品　番：# 69132
品　名：ケーブル編み無地
素　材：アクリル 75％　ナイロン 10%
　　　　ウール 8%　他 7％
サイズ：周囲 34cm X21 cm
４配色：ブラック、ブラウン、ライトグレー
　　　　ホワイト
重　量：97 ｇ　　
原産国：日本製

2WAY ニット帽＆ネックウォーマー

カタログNO. :


