Wholesale Catalogue 2017 A/W
テーラリズム

老舗テーラー監修の高級服地を使用したブランドです。裏地などの副素材
にも服地を縫製する際に使 用する専用素材を使 用しています。スーツを
着ていないときでも、背広を着こなした英国紳士のスピリットを携帯する
ことが出来ます。

ABRAHAM MOON & SONS LTD.（アブラハム・ムーン）
ビクトリア女王が王位を継承した 1837 年に、アブラハム・ムーン氏によって
創業された歴史のある織物工場です。染色から生地の仕上げまで、全ての
生産工程を一貫して自社で行うことで、ハイクオリティな生地を造り出します。
英国製らしいこだわりの生地をそろえる “HERITAGE COLLECTION” から
別名ブレザー・ストライプをセレクトしました。

stripe
gn/nv

stripe
bl/nv

stripe
rd/nv

stripe
nv/wh

PASS CARD CASE \4,000（本体価格）＋税
ウール、コットン、ポリエステル
W110 × D80 × H10mm
stripe green/navy (501045532000 JAN:4573237032329)
stripe blue/navy (501045533000 JAN:4573237032336)
stripe red/navy (501045534000 JAN:4573237032343)
stripe navy/white (501045535000 JAN:4573237032350)

st gn/nv

st bl/nv

st rd/nv

st nv/wh

ID CASE \5,000（本体価格）＋税
ウール、コットン、ポリエステル
ケース：W105 × H80mm
ストラップ：900mm
リール：最大 400mm
stripe green/navy (501045528000 JAN:4573237032282)
stripe blue/navy (501045529000 JAN:4573237032299)
stripe red/navy (501045530000 JAN:4573237032305)
stripe navy/white (501045531000 JAN:4573237032312)

st gn/nv

st bl/nv

st rd/nv

st nv/wh
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テーラリズム

老舗テーラー監修の高級服地を使用したブランドです。裏地などの副素材
にも服地を縫製する際に使 用する専用素材を使 用しています。スーツを
着ていないときでも、背広を着こなした英国紳士のスピリットを携帯する
ことが出来ます。

ABRAHAM MOON & SONS LTD.（アブラハム・ムーン）
ビクトリア女王が王位を継承した 1837 年に、アブラハム・ムーン氏によって
創業された歴史のある織物工場です。染色から生地の仕上げまで、全ての
生産工程を一貫して自社で行うことで、ハイクオリティな生地を造り出します。
英国製らしいこだわりの生地をそろえる “HERITAGE COLLECTION” から
別名ブレザー・ストライプをセレクトしました。

stripe
gn/nv

stripe
bl/nv

stripe
rd/nv

stripe
nv/wh

FUKUSA \3,200（本体価格）＋税
ウール、コットン、ポリエステル
W200 × H117mm
stripe green/navy (501042432000 JAN:4573237016329)
stripe blue/navy (501042433000 JAN:4573237016336)
stripe red/navy (501042434000 JAN:4573237016343)
stripe navy/white (501042435000 JAN:4573237016350)

st gn/nv

st bl/nv

st rd/nv

st nv/wh

BOOK COVER \3,200（本体価格）＋税
ウール、コットン
W245 × H160mm
stripe green/navy (501030348000 JAN:4571279284454)
stripe blue navy (501030349000 JAN:4571279284461)
stripe red navy (501030350000 JAN:4571279284478)
stripe navy white (501030351000 JAN:4571279284485)

st gn/nv

st bl/nv

st rd/nv

RECTANGLE POUCH \3,200（本体価格）＋税
ウール、コットン
W85 × H120 × D35mm
stripe green/navy (501033868000 JAN:4571279291902)
stripe blue navy (501033869000 JAN:4571279291919)
stripe red navy (501033870000 JAN:4571279291926)
stripe navy white (501033871000 JAN:4571279291933)

st gn/nv

st bl/nv

st nv/wh

TISSUE CASE \1,600（本体価格）＋税
ウール、コットン
W125 × H90mm
stripe green/navy (501030355000 JAN:4571279284522)
stripe blue navy (501030356000 JAN:4571279284539)
stripe red navy (501030357000 JAN:4571279284546)
stripe navy white (501030358000 JAN:4571279284553)

st bl/nv

st rd/nv

st gn/nv

st gn/nv

st bl/nv

st nv/wh

FASTENER PEN CASE \3,000（本体価格）＋税
ウール、コットン
W180 × D40 × H50mm
stripe green/navy (501028620000 JAN:4571279272673)
stripe blue navy (501028621000 JAN:4571279272680)
stripe red navy (501028622000 JAN:4571279272697)
stripe navy white (501030365000 JAN:4571279284621)
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FLAP SHOULDER \11,000（本体価格）＋税
ウール、コットン、ポリエステル
W250 × D118 × H200mm
stripe green/navy (501042232000 JAN:4573237016251)
stripe blue/navy (501042233000 JAN:4573237016268)
stripe red/navy (501042234000 JAN:4573237016275)
stripe navy/white (501042235000 JAN:4573237016282)

st gn/nv

st bl/nv

st rd/nv

st nv/wh

DAY PACK \16,000（本体価格）＋税
ウール、コットン、ポリエステル
W310 × D100（外ポケット含まず）× H420mm
外ポケット W230 × D40 × H170mm
stripe green/navy (501042228000 JAN:4573237016213)
stripe blue/navy (501042229000 JAN:4573237016220)
stripe red/navy (501042230000 JAN:4573237016237)
stripe navy/white (501042231000 JAN:4573237016244)

TOTE BAG \16,000（本体価格）＋税

st gn/nv

st bl/nv

st rd/nv

st nv/wh

st rd/nv

st gn/nv

st bl/nv

st nv/wh

ウール、コットン
W430 × D130 × H350mm, 持ち手 560mm
stripe green/navy (501033872000 JAN:4571279291940)
stripe blue navy (501033873000 JAN:4571279291957)
stripe red navy (501033874000 JAN:4571279291964)
stripe navy white (501033875000 JAN:4571279291971)

43

