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gunte gloves

gunte gloves
made in japan

ちょっと大事にしたくなる軍手、gunte gloves（グンテグローブス）

キャンプ、アウトドア、ハイキング、ガーデニング、農作業、

そして作業を愛するすべての人へ

もちろん寒い日にはタウンユースとしても！
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gunte gloves

綿                        83%

ナイロン           14%

ポリウレタン    3%

綿                     100%本体 :
手首 :

style No. GT-001-L

quality

style name gunte gloves

price 1,600 円＋税

綿                        83%

ナイロン           14%

ポリウレタン    3%

綿                     100%本体 :
手首 :

style No. GT-001-S

quality

style name gunte gloves

price 1,400 円＋税

Black Cream Red Navy Khaki Olive Brown

大正 7年から続く軍手工場さんで、このスタイルのために編み立ててもらいました。

編み目の密度にこだわった、こだわり軍手です。

編み目の密度が高まると ....

1.　生地にコシとネバリが出るので、型崩れせず手にしなやかにフィットします。

2.　引っ張りや摩擦に対する強度が格段にアップします。

3.　編み目の隙間が小さくさるので、ほこりが入りにくくなり手の汚れを押さえることができます。

4.　洗濯による収縮や傷みが少なくなるので繰り返しご使用いただけます。

　　（洗濯すると生地が少し硬くなる場合がありますが、純綿の特徴ですので、

　　　よく乾燥させ十分にもみほぐしてお使いください。）

-軍手部分 -

ノンホルマリン加工の肌に優しいミニパイルを使用しています。

折り返せば手首の保護やリストバンドの機能に、伸ばせばタオルのように額の汗を拭うのに便利です。

-パイル部分 -　　　 プリントご相談ください。

New color

New
 !!

L size

小さいけれどいっちょまえ！

キッズサイズも仲間入り。
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S size
15cm

11cm

10cm

7cm

( 数値は多少前後します。）

19cm

15cm

12cm

9cm

( 数値は多少前後します。）



gunte gloves mix

DM mix Navy mix
Yellow mix C.Gray mix

New color !!

L size

 Blue mix Blue mix Black mix UL mix Camouflage Multi
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綿                        83%

ナイロン           14%

ポリウレタン    3%

綿                     100%本体 :
手首 :

style No. GT-002-L

quality

style name gunte gloves mix-L

price 1,800 円＋税

19cm

15cm

12cm

9cm

( 数値は多少前後します。）



DM mix Navy mix Yellow mix Camouflage Azuki mixC.Gray mix

NV×MAG GN×YE PK×L.BL Multi

gunte gloves mix M size

New color !!
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綿                        83%

ナイロン           14%

ポリウレタン    3%

綿                     100%本体 :
手首 :

style No. GT-002-M

quality

style name gunte gloves mix-M

price 1,800 円＋税

18cm

15cm

11cm

8.5cm

( 数値は多少前後します。）



DM mix Navy mix Yellow mix CamouflageC.Gray mix

New!!

小学校低学年から中学年くらいまでのお子様に、手の小さい女性の方に
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gunte gloves mix S size

綿                        83%

ナイロン           14%

ポリウレタン    3%

綿                     100%本体 :
手首 :

style No. GT-002-S

quality

style name gunte gloves mix-S

price 1,600 円＋税

15cm

11cm

10cm

7cm

( 数値は多少前後します。）



綿                        83%

ナイロン           14%

ポリウレタン    3%

綿                     100%本体 :
パイル :

style No. GT-003

quality

style name gunte gloves wonderful

col# Dark Gray, Light Gray

price 4,800 円＋税

- 手の平部分 -

綿糸を製造する工程で削り落とされるリサイクル綿を使用し紡がれた糸で編み立ててあります。

長短異なる繊維の綿を絶妙なバランスでブレンドされているため、ご使用とお洗濯を繰り返すたびにやわらかさが増していきます。

短い繊維が編地に自然なムラ感のある風合いを生んでいます。

しっかり目の詰まった編み方をしてありますので外部からの塵やごみなどが入りにくくなっています。

-タッチパネル対応 -

より屋外での活動や作業をアクティブにこなしていただけるよう、親指と人差し指に

タッチパネルが操作できる、耐久性に優れたメタックスという導電糸を編み込んでいます。

耐摩擦性と操作性は実証があり、洗濯による品質低下になりにくい特性があります。

-パイル部分 -

長い月日をかけ研究開発を進めたパイルが出来上がりました。

カラフルなミックス色に、ちょうどいいフィット感。

そのままクシュッとするのはスタンダードな付け方。

折り返して編地の違いと色のミックス感で表情を変えてみたり、

中に入れ込んでパイルのふわふわ感で癒されたり、

3通りの風合いをお楽しみいただけます。

Dark Gray Light Gray

スタンダード 折り返して 中に入れ込んで

L size

6

18cm

15cm

11.5cm

9cm

( 数値は多少前後します。）

gunte
gloves
wonderful !!

カフスアレンジ
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Pile gunsox

（高性能抗菌防臭繊維使用）

1,900 円 ＋税

綿

アクリル

ポリエステル

ポリウレタン

style No. GS-001

quality

style name Pile gunsox

Free ( 長さ 65cm)

price

size

color
Ocean,Amazon,Sunset
Wasabi,Silence,Lobster

好きなコトバ、風景などから発想し色をミックス。

裏地がパイルで気持ちよさこの上ない Pile gunsox。

足指タイプなので行動がよりアクティブになり汗の吸収がしっかりされ、さらに抗菌防臭機能

のある糸を使用しています。

長靴を履くときに、ズボンをインしておけば着脱が便利なところからこの長さになりましたが、

ブーツなどからくしゅくしゅした部分を見せるのもおすすめです。

Ocean AMAZON

Wasabi SilenceSunset

Lobster



ガーデニング、農作業、お料理　etc....

毎日の作業がもっと楽しくなるように

いろいろな柄の生地で

アームカバーを作りました

日本製の生地を使い、

私たちが縫製をしています。

ARM COVER
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Pile gunsox

（高性能抗菌防臭繊維使用）

1,900 円 ＋税

綿

アクリル

ポリエステル

ポリウレタン

style No. GS-001

quality

style name Pile gunsox

Free ( 長さ 65cm)

price

size

color
Ocean,Amazon,Sunset
Wasabi,Silence

好きなコトバ、風景などから発想し色をミックス。

裏地がパイルで気持ちよさこの上ない Pile gunsox。

足指タイプなので行動がよりアクティブになり汗の吸収がしっかりされ、さらに抗菌防臭機能

のある糸を使用しています。

長靴を履くときに、ズボンをインしておけば着脱が便利なところからこの長さになりましたが、

ブーツなどからくしゅくしゅした部分を見せるのもおすすめです。

Ocean Amazon

Wasabi Sunset Silence
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col# Orange

col# Blue

col# Brown

(col#:Pink×Green） (col#:Red×Yellow）

(col#:Red×Blue） (col#:Blue×Yellow）

(col#:Red） (col#:Blue）

style name
col#
quality

price

Arm cover Mimosa L
style No. UN-001N

Orange
: 麻       55%

: 綿       45%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥3,200+ 税 ￥3,200+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Cloud L
style No. UN-004N

PK×GN,　RD×YE
: 麻       55%

: 綿       45%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥3,200+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Check L
style No. UN-005N

RD×BL,　BL×YE
: 麻       55%

: 綿       45%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥3,200+ 税

style name
col#
quality

price

style No.
Arm cover Home L
UN-002N

Blue
: 麻       55%

: 綿       45%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥3,200+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Forest L
style No. UN-003N

Brown
: 綿　100％

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥3,200+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Stripe L
style No. UN-006N

Red,　Blue
: 綿　85％

  麻　15%

: 綿　70％

  麻　30％

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

（ストライプ）

本体

（ソリッド）

ゴム部分

ゴム

sold out

LONG type
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LONG type

style name
col#
quality

price

Arm cover Hokuo L
style No. UN-015N

Natural,Gray,Navy

Natural

Gray Navy

Navy Yellow

: 綿       85%

: 麻       15%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥3,200+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Hokuo Flower L
style No. UN-016N

Natural
: 綿      85%

: 麻       15%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥3,200+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Dot L
style No. UN-018N

Navy
: 綿       80%

: 麻       20%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥3,200+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Bird L
style No. UN-017N

Navy,Yellow
: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム

￥3,200+ 税

sold out sold out
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SHORT type

style name
col#
quality

price

Arm cover Hokuo S
style No. UN-019N

Natural,Gray,Navy

Natural

Gray Navy

Navy Yellow

: 綿       85%

: 麻       15%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥2,800+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Hokuo Flower S
style No. UN-020N

Natural
: 綿      85%

: 麻       15%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥2,800+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Dot S
style No. UN-022N

Navy
: 綿       80%

: 麻       20%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥2,800+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Bird S
style No. UN-021N

Navy,Yellow
: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム

￥2,800+ 税

sold out sold out
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col# Orange

col# Blue

col# Brown

style name
col#
quality

price

Arm cover Mimosa S
style No. UN-007N

Orange
: 麻       55%

: 綿       45%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥2,800+ 税

￥2,800+ 税

style name
col#
quality

price

style No.
Arm cover Home S
UN-008N

Blue
: 麻       55%

: 綿       45%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥2,800+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Forest S
style No. UN-009N

Brown
: 綿　100％

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥2,800+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Cloud S
style No. UN-010N

PK×GN,　RD×YE
: 麻       55%

: 綿       45%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥2,800+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Check S
style No. UN-011N

RD×BL,　BL×YE
: 麻       55%

: 綿       45%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥2,800+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Stripe S
style No. UN-012N

Red,　Blue
: 綿　85％

  麻　15%

: 綿　70％

  麻　30％

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

（ストライプ）

本体

（ソリッド）

ゴム部分

ゴム

(col#:Pink×Green） (col#:Red×Yellow）

(col#:Red×Blue） (col#:Blue×Yellow）

(col#:Red） (col#:Blue）

SHORT type

sold out
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size,仕様

￥3,200+ 税

Arm cover Camouflage L
Khaki olive

style name
col#
quality

price

style No. UN-014N 

: 綿　100％

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

style name
col#
quality

price

Arm cover Camouflage S
style No. UN-013N

Khaki olive

￥2,800+ 税

: 綿　100％

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム
ひじの上までカバーできます。

掛けておけるループ付きです。

二の腕までカバーできます。

（SHORT TYPE)
(LONG TYPE)

約 7cm

約 7cm

約 50cm約 32cm

約 10cm
約 10cm

手首よりも柔らかい二の腕のために

スムース生地でソフトな付け心地です。

約 17.0cm
約 17.0cm

col# Khaki olive

col# Khaki olive

（しっかりめの生地を使用しています）
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JAPANESE HAMMPU COLLECTION

ー帆布についてー

ー富士金梅の帆布を使用していますー

1948 年（昭和 23 年）会社設立から日本製純綿帆布にこだわり、紡績～製織～加工の全てを国内生産している。

JAPAN MADE として伝統（Traditional) を守り、安定した素材と品質を提供。

<富士金梅＞

琵琶湖の北西部に位置し織物に適した自然的立地条件（豊富な水、適度な湿度、肥大な土地）が備わったところで生産されています。

丈夫で長持ち、清々しさとぬくもりを兼ね備え重厚感のある味わい深い織物です。

unsmの帆布シリーズはこだわりの富士金梅ブランドの帆布を使用し日本の縫製工場で生産していただいています。

帆布とは、木綿、麻を平織りにした厚地の布のことを言います。江戸時代に船の帆に使われたため
その名が付きましたが、明治以降になって綿を素材とした平織りの厚手の布を帆布と呼ぶようになりました。

綿帆布は厚みによって 1号～ 11 号に分けられ、糸が太いほど番号が小さく、細ければ番号は大きくなります。
その価格は糸の太さや重みではなく、品質で決まります。
糸が細くても品質（良質の綿の素材、防水性、通気性、染料、風合い）が良ければ高品質です。

昔から鞄、テント、幌などに使われ、天然素材だけで作られています。　使い続けるほどに味わいが出て、
強度・耐久性・通気性にも優れており、静電気も起きません。

帆布というのは、とても優秀な素材です。

（下げ札） （織ネームタグ）

富士金梅ブランド使用認可をいただいています。

商品のどこかにこの

織りネームタグが

隠れています！

vege bag

garden apron
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unsmオリジナルデザイントート。

野菜を持ち帰るときに便利でデザイン性のあるバッグ

がコンセプトです。

本体は国産のパラフィン加工 8号帆布を使用。

べジバッグという名前だけれど、インナーバッグ

を取り外して表のバッグを普段使いにも。

インナーバッグは取り

外してターポリンバッグ

として使えます。

汚れたら水手洗いが

できるので、少々土の

ついたものも入れられます。

収穫した野菜をその

まま入れて持ち帰れます。

gunte holder!
底の部分にもターポリンを使用しています。

汚れがついたら水で濡らした布等をかたく

しぼりふいてください。

荷物が少ないときなどは、

サイドのスナップボタンを内側に入れて

留めていただくこともできます。

＊水は運べません。
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vege bag



19,800 円 ＋税

前回好評をいただきました Vege Bag に新色が登場です！

Cream

Blue

Camel

Black

KhakiOlive

（下げ札） （織ネームタグ）

富士金梅ブランド使用認可をいただいています。

New color

New color

New color

ポリエステル
綿                     100%本体 :

一部 :
皮革一部 :

style No. BG-001M

quality

style name Vege Bag

H : 36  W : 51  D : 18

price

size

color
Cream, Blue, Camel, 
KhakiOlive, Black
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ポリエステル
綿                     100%本体 :

一部 :
皮革一部 :

style No. BG-002M

quality

style name Piccoro Bag

H : 25  W : 45  D : 17

price

size

color

12,000 円 ＋税

サイドをスナップボタンで内側に留める

ことができます。

するとこんな形に。

間口が狭くなるので安心感も。

内側にはファスナー付きポケットが

付いています。

A4ファイルが入ります。

Vege Bag のデザインを残しつつ、サイズを小さめにしもっと普段使いしやすくなりました。

インナーバッグはないけれどその分軽くて動きやすく、汚れやすい底部分と持ち手部分には引き続きターポリンを使用しています。

もちろん gunte holder も健在です。

サイズは A4ファイルが入る大きさ。

マチは 17cmと大きめなのでたくさん物が入ります。

（下げ札） （織ネームタグ）

富士金梅ブランド使用認可をいただいています。

Cream, Blue, Camel, 
KhakiOlive, Black

Cream BlackBlue

Camel

KhakiOlive
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ポリエステル
綿                     100%本体 :

一部 :
皮革一部 :

style No. AR-001M

quality

style name Garden Apron

price 14,800 円 ＋税

garden apron
unsmのオリジナルのデザイン。

前後左右見る角度すべて違うデザインになっています。

本体に国産の 10 号帆布、皮革は中肉の上質な牛革を使用。経年変化を楽しめます。

作業効率が上がるツールポケットが沢山付いています。

Right side Left side

gunte holder!

アシンメトリーなバックスタイル。

道具を分けて

しまっておける

ツールポケット

隠しポケット

スマートフォンが

入ります。

スコップの柄を固定

したり、タオルや

手ぬぐいホルダーとしても。
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Hat Collection
Japan made

一年通して使いやすい帽子。

日本の生地を使って日本の職人さんに作ってもらいました。
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japanese hammp collection
バッグ、エプロンでも使用している国産の帆布（パラフィン加工）生地で帽子を作りました。

しっかりした風合いが特徴です。

生地にパラフィン加工が施されておりますので形をキープしやすくなっています。

クラウンを少しへこませてニュアンスを出したり、ツバ先を少し上げて表情を変えてみたり

アレンジしやすい帽子達です。

style No.  :  BHTZ-009

style name  :  Carpaccio Hat Hammp

size  :  59.0( サイズ調整付き）

composition  :  綿 100%

　　　　　　　8号帆布 ( パラフィン加工）

color  :  Navy, Camel,Black

あご紐着脱用ループ付き

price  :  9,800

style No.  :  BHTZ-014

style name  :  Neroli Hat Hammp

size  :  58.0( サイズ調整付き）

composition  :  綿 100%

　　　　　　　8号帆布 ( パラフィン加工）

color  :  Navy, Camel,Black

あご紐着脱用ループ付き

price  :  8,900

Camel

Camel
Black

BlackNavy

Navy

裏地はパイナップルの

プリント生地です
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style No.  :  BHTT-008

style name  :  Adventure Hat Hammp

size  :  58.5( サイズ調整付き）

composition  :  綿 100%

                           10 号帆布 ( パラフィン加工）

color  :  Natural,Navy, Beige,Black

price  :    8,900

style No.  :  BHTT-007

style name  :  Farmer’   Hat Hammp

size  :  58.5( サイズ調整付き）

composition  :  綿 100%

　　　　　　　10 号帆布 ( パラフィン加工）

color  :  Natural,Navy, Beige,Black

price  : 9,600

s

Beige

Beige

Navy

Navy

Black

Black

Natural

Natural
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style No.  :  BHTZ-016

style name  :  Tyrolean Hat Neo Jogu

size  :  58.5( サイズ調整付き）

composition  :  綿 98%

                             ポリウレタン 2%

color  :  Navy, L.Blue

price  :  8,600

style No.  :  BCPZ-010

style name  :  Round Cap Jogu

size  :  58.5( アジャスターベルト）

composition  :  綿 98%

                             ポリウレタン 2%

color  :  Navy, L.Blue

price  :  6,800

style No.  :  BCPZ-017

style name  :  Taira Cap Jogu

size  :  58.5( サイズ調整付き）

composition  :  綿 98%

                             ポリウレタン 2%

color  :  Navy, L.Blue

price  :  7,300

パイルのように見えて実は沢山のループを作りながら織られた布帛生地を使用しています。

2色のループが少しデニムっぽさも感じさせます。

さらっとしていながらもやわらかい風合いです。

Front

Front

Front

Left side

Left sideNavy

Navy

Navy

ソフトバイザーです。 ソフトバイザーです。

L.Blue

L.Blue

Back

Back

Back
Right side

Right side

Pile or Denim  ???
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style No.  :  BCQS-015

style name  :  Knit Casquette Light

size  :  Free

composition  :  綿 70%　リネン 30%

color  :  L.Gray,Black,Navy,Green mix,

              Blue mix,Beige mix

price  :  7,300

ちょっとまだらに染められた綿麻の糸を使っているのでほどよいむら感が

出ています。

このキャスケットはとっても軽いのが特徴です。

屋外での作業やアウトドアシーンなど軽い被り心地でニットキャスケット

を楽しんでいただけます。

L.Gray

Navy

Black

Beige mixGreen mixBlue mix

超軽量ウレタンバイザーです。

L INEN
上質な麻 100％なのでさらっとしていてやわらかい肌触りで被っていることも

忘れるほどの軽い被り心地です。

ランダムに切り替わっている編み模様が特徴です。

style No.  :  BWTB-005

style name  :  Single Watch

size  :  Free

composition  :  麻 100%

color  :  Navy, L.Gray, Beige

price  :  6,200

（左サイド）

（右サイド） （後ろ）

L.GrayBeige

Navy

24
+ 税

+税

↑二重に折り返してタイトに被っても！
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CCQZ-001 INA Casquette    
（サイズ調整付き）

W 65%, P 25%, A 5%, N 3%, R 2%
 L.Gray, Brown  8,900

L.Gray

斜め前に倒して

後ろ被りはおすすめです
こんな被り方もありますが ...

いろんな種類の生地を
組み合わせています

後ろ被りでベレーのような
表情に

Brown

Brown

Black

Gray

Navy

耳があったか

26

ウール素材のヘリンボーン、ウィンドぺーンチェック、ガンクラブチェック等

数種類の生地を組み合わせてボリュームのある 8枚パネルのクラシカルな

キャスケットを作りました。

被り方は色々アレンジして表情を変えられます。

表面感が特徴的なウール素材の暖かみのある、ちょっとトラディショナルで

クラシカルなハンチング。

寒さの厳しい真冬にはフラップを下げて被れば暖かさも増しますね。

style No. : 

59.0size : 

composition : 

color :  price :  

style name : CHUZ-002 Tan-boo Hunting  
（サイズ調整付き）

W 68%, P 22%, A 5%, N 5%
 Navy, Brown, Gray  8,300

style No. : 

60.0size : 

composition : 

color :  price :  

style name : 



Navy
Khaki Olive

Gray

Beige

Black

Brown

Mix nep

裏地です

アジャスター部分
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ネップの入った生地を使ってカジュアルに被れます。

裏地はマルチボーダーでネイティブ感あり。あったかいです。

アジャスター部のレザーはイタリアトスカーナの volpi という

タンナーさんの上質な植物なめしのオイルバケッタレザーを使用しています。

CCPZ-004 Round Cap Jazz-nep  
（アジャスターベルト）

C 65%, A 22%, P 12%, Pu 1% ( 裏 : C 63%, P 20%, A 17%)

 Navy, Brown, Charcoal, Mix nep  6,800

style No. : 

58.5size : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

BRITISH WOOL 100%の糸を使用しています。

英国羊毛の中でも細い原毛をさらに手作業で選別し作られた糸。

本物の英国羊毛だけがもつナチュラルな膨らみとコシ感が特徴です。

そして手編みならではの美しさと風合いもお楽しみいただけます。

折りたたんでバッグにも入れられます。

CHTB-006 Nafu Hat ELF  

BRITISH WOOL 100%
 KhakiOlive, Gray, Beige  13,800

style No. : 

Freesize : 

composition : 

color :  price :  

style name : 



GrayMulti Navy
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（サイズ調整付き）

(裏 : C 63%, P 20%, A 17%)

帆布コレクションで人気の秋冬ウールバージョン。

今回は秋冬素材ということもあり、パネル切り替えでも遊んでみました。

ツバを上げたり下げたり、トップを少しへこませてみたりと

アレンジのできるハットです。

CHTZ-003 Carpaccio Hat Knit

W 68%, P 22%, N 6%, R 2%, A 2%
 Multi, Navy, Gray  9,800

style No. : 

59.0size : 

composition : 

color :  price :  

style name : 



Black

L.Gray

Beige

Navy

Gray
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ネイティブ感ありのマルチボーダーのベレーは新鮮です。

CBTZ-005 J.N. Border Beret

C 63%, P 20%, A 17%
Black, Gray  5,800

style No. : 

59.0size : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

J.N. Border Beret よりも少しボリュームのあるベレーです。

織りの大きな表面感のあるウール混生地はシンプルですが品があり、

いろんな場所で被りやすいデザインになっています。

CBTZ-009 Lana Beret

W 68%, P 25%, N 4%, A 3%
 Navy, Beige, L.Gray  6,800

style No. : 

59.0size : 

composition : 

color :  price :  

style name : 



Gray

Beige

Navy

Black Green

Ivory

Beige

KhakiOlive

Blue

Turquoise
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ハイゲージのホールガーメント、とっても軽いウール 100％のワッチです。

ウールですがチクチク感はほとんどなく、やわらかいのが特徴です。

リブの部分を折り返しても被れます。

CWTK-007 Elgar Watch

W 100%
Black, Gray, Navy, Beige  4,800

style No. : 

Freesize : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

秋冬にきれいなmix ニットが映えるリブワッチ。

綿 100％ですが、暖かみのある肉厚感で肌ざわりもよく、春の立ち上がりまで使えそうです。

ウールのチクチクが苦手な方にもおすすめです。

CWTS-011 Riz Watch

C 100%
 Ivory, Blue, Beige, Turquoise, Green, Khaki olive  4,300

style No. : 

Freesize : 

composition : 

color :  price :  

style name : 



真ん中でくるっとねじってかぶせればワッチのできあがり。
リバーシブルでお楽しみいただけます。

くびにふわっとかけて 腕が寒いなと思ったら

目的地に着いたらそのままひざ掛け
として使うのもおすすめです。

肩から落ちないストール風にも

MUS×GY

Charcoal

Gray

Gray

Navy

Blue

Navy

RD×NV
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くしゅくしゅして首があったかいので、名前は懐かしい響きの Tokkuri( とっくり）にしました。

真ん中をくるっとネジって重ねればワッチのように被ることもできます。

編地も違うので気分によっていろいろな表情を楽しめます。

CWTK-008 Tokkuri

W 100%
 Charcoal, Gray, Navy, RD×NV, MUS×GY  6,800

style No. : 

Freesize : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

Tokkuri の進化したかたち、ブランケットスヌード。

スヌード、肩掛け、ブランケット、、、、使い方いろいろです。

CSNK-010 Blanket Snood

W 100%
 Navy, Gray, Blue  9,800

style No. : 

Freesize : 

composition : 

color :  price :  

style name : 


