
Hula Catalog

HULA costumes and more.

HULA costumes and more.

HULA costumes and more.

HULA costumes and more.

夏から秋にかけて
活躍しそうなアイテムが
揃いました！！

ミディ丈ドレス 3,980 円から

シングルパウスカート
全品 3,200 円

No. 20 フラカタログ
2014  Summer
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Muumuu & Hula Dress

ミディ丈ドレス・イエロー F 
1757y F ￥7,980
ヘアクリップ・イエロー 
1342yC ￥300

モデルコーディネート

ブルー

F：1757bl F
LL：1757bl LL

パープル

F：1757p F
LL：1757p LL

オレンジ

F：1757o F
LL：1757o LL

ピンク

F：1757pi F
LL：1757pi LL

ストラップレスでＯＫですが、気になる方
はお持ちのストラップもご利用いただけ
ます（ストラップループあり）。

ハワイアンファブリック使用
ポリエステル 65% ・綿 35% F・LL

￥7,980
税込

胸元から腰にかけての 
立体的なプリントが 
ユニークなティアレ柄 
ミディ丈ドレス。

F LL
着丈 108 108

バスト 75 ～ 90 84 ～ 102
ウエスト 63 ～78 70 ～ 88

ヒップ - -
着丈はバックネックポイントからの寸法です。　　　(cm)

目安としてお客様の実寸より３cm 以上大きいサイズ
のものをお選びください。

ミディ丈フラドレス

イエロー

F：1757y F
LL：1757y LL
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F LL
着丈 115 115

バスト 70 ～ 85 85 ～ 100
ウエスト 62 ～ 80 70 ～ 88

ヒップ - -
着丈はバックネックポイントからの寸法です。（cm）

目安としてお客様の実寸より 3cm 以上大きい寸法
のサイズをお選びください。

Muumuu & Hula Dress

ミディ丈チューブトップドレス 
ブルー F 
1677bl F ￥3,980
ヘアクリップ・ブルー 
1599bl ￥1,380

モデルコーディネート

ストレッチ素材のトップでボディにフィットします。
ポリエステル 65%・ 綿 35% 

ハワイアンファブリックが映える
チューブトップミディ丈ドレス。

LL 
￥4,300

税込

F 
￥3,980

税込

ブルー

F：1677bl F
LL：1677bl LL

ピンク

F：1677pi F
LL：1677pi LL

イエロー

F：1677y F
LL：1677y LL

商品番号　ブルー

F：1660bl F
LL：1660 bl LL

商品番号　レッド

F：1660r F
LL：1660r LL

商品番号　ピンク

F：1660pi F
LL：1660pi LL

ミディ丈フラドレス・ピンク F 
1660pi F ￥7,980

ヘアクリップ・ホワイト 
1597w ￥1,280

ククイブレス・ホワイト 
2 点セット 

786 ￥900

モデルコーディネート

バックはシャーリング加工で、バストから 
ウエストにかけてフィットするデザインです。
ポリエステル 65%・綿 35%

ミディ丈フラドレス

F LL
着丈 112 113
バスト 75～ 90 84～102
ウエスト 63～78 70 ～88
ヒップ - -

着丈はバックネックポイントからの寸法です。（cm）

目安としてお客様の実寸より3cm 以上大きい寸法のサイズをお選びください。

ハワイアンファブリックの
ミディ丈ドレスです。

F・LL
￥7,980

税込

ミディ丈チューブトップドレス



商品番号 1528
ペチコート 60cm 丈
ウエスト 60 ～ 80cm

（総ゴム）

スカートラインをさらにふんわり美しく。
ショートペチコートはこちら。

￥1,980
税込
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Muumuu & Hula Dress

ミディ丈ドレス・ピンク F 
1661pi F ￥7,980
ヘアピック・ホワイト 
1259w ￥300

ククイブレス・ホワイト 
2 点セット 
786 ￥900

モデルコーディネート

グリーン

F：1661g F
LL：1661g LL

ブルー
F：1661bl F
LL：1661bl LL

レッド

F：1661r F
LL：1661r LL

ピンク

F：1661pi F
LL：1661pi LL

F・LL
￥7,980

税込

さり気ないグラデーションがほどこされた
ティアレ柄が魅力のミディ丈ドレス。
ケイキドレスとおそろい
にもなります。

F LL
着丈 108 108

バスト 75 ～ 90 84 ～ 102
ウエスト 63 ～78 70 ～ 88

ヒップ - -
着丈はバックネックポイントからの寸法です。　　　(cm)

目安としてお客様の実寸より３cm 以上大きいサイズのも
のをお選びください。

ミディ丈フラドレス

ストラップレスでＯＫですが、気になる方は
お持ちのストラップもご利用いただけます

（ストラップループあり）。

ハワイアンファブリック使用
ポリエステル 65% ・綿 35%



商品番号 816
ロングペチコート 82cm 丈
ウエスト 60 ～ 80cm

（総ゴム）

スカートラインをさらにふんわり美しく。
ロングペチコートはこちら。

￥3,980
税込
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ロング丈フラドレス 
クリスタルシャイン・ブルー F 
1594bl F ￥9,800
ヘアクリップ・ホワイト 
1522w ￥1,380

モデルコーディネート

ドレープトップスが魅力のロング丈
ドレス。バックサテン＆ハワイアン
ファブリック使用。

クリスタルシャイン・ブラック

F：1594b F
LL：1594b LL

クリスタルシャイン・レッド

F：1594r F
LL：1594r LL

クリスタルシャイン・パープル

F：1594p F
LL：1594p LL

クリスタルシャイン・ブルー
F：1594bl F
LL：1594bl LL

ストラップレスでＯＫですが、気になる方はお持ちの 
ストラップもご利用いただけます（ストラップループあり）。

ポリエステル100%（トップ）ポリエステル 65% ・綿 35%（ボトム） 

F LL
着丈 130 131

バスト 75 ～ 90 84 ～ 102
ウエスト 63 ～78 70 ～ 88

ヒップ - -
着丈はバックネックポイントからの寸法です。(cm)

目安としてお客様の実寸より３cm 以上大きい
サイズのものをお選びください。

F・LL
￥9,800

税込

ロング丈フラドレス
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Muumuu & Hula DressMuumuu & Hula Dress

ストラップレスでＯＫですが、気になる方はお持ちの 
ストラップもご利用いただけます（ストラップループあり）。

ポリエステル100%（トップ）　　
ポリエステル100% ／ポリエステル 65% ・綿 35%（ボトム）

F LL
着丈 118 119

バスト 75 ～ 90 84 ～ 102
ウエスト 63 ～78 70 ～ 88

ヒップ - -
着丈はバックネックポイントからの寸法です。　(cm)

F・LL
￥12,800

税込

目安としてお客様の実寸より３cm 以上大きいサイズのものをお選びください。 
スカート丈の最長部分と最短部分の差はおよそ１５cm となります。

クリスタルシャイン・ブルー

F：1593bl F
LL：1593bl LL

ハワイアンファブリック
使用のホルターネックド
レスです。
ポリエステル 65% ・綿 35%

ロング丈ホルターネックドレス

商品番号　ブルー

F：1630bl F
LL：1630bl LL

ピンク

F：1630pi F
LL：1630pi LL

イエロー

F：1630y F
LL：1630y LL

ロング丈ホルターネックドレス 
ブルー F 

1630bl F ￥8,980
ヘアクリップ ･ブルー 
1342blC ￥500

モンゴ貝ブレス・２点セット 
1499 ￥900

モデルコーディネート

ドレープトップスの３段フリルミディ丈
フラドレス。

目安としてお客様の実寸より３cm 以上大きいサイズのものを 
お選びください。

F LL
着丈 130 132

バスト 76 ～ 90 84 ～ 102
ウエスト 64 ～78 70 ～ 88

ヒップ - -
着丈はバックネックポイントからの寸法です。 　（cm）

F・LL
￥8,980

税込

ミディ丈フラドレス
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ミディ丈フラドレス 
クリスタルシャイン・パープル F 
1593p F ￥12,800
ヘアクリップ 
パープル＆ホワイト 
1404pw￥1,800

モデルコーディネート

クリスタルシャイン・レッド

F：1593r F
LL：1593r LL

クリスタルシャイン・イエロー

F：1593y F
LL：1593y LL

クリスタルシャイン・パープル

F：1593p F
LL：1593p LL

イエロー

F：1527y F
LL：1527y LL
3L：1527y 3L

パープル

F：1527p F
LL：1527p LL
3L：1527p 3L

ブルー

F：1527bl F
LL：1527bl LL
3L：1527bl 3L

ピンク

F：1527pi F
LL：1527pi LL
3L：1527pi 3L

ミディ丈ドレス ・レッド F 
1527r F ￥7,980
ヘアクリップ・ホワイト 
1484w ￥1,980

モデルコーディネート

後ろはシャーリング加工で、ウエスト周りをスッキリとした
美しいシルエットに。
ハワイアンファブリック使用　ポリエステル 65% ・綿 35%

美シルエットのミディ丈ドレスです。

レッド

F：1527r F
LL：1527r LL
3L：1527r 3L

ミディ丈ドレス

F・LL
￥7,980

税込

３L
￥8,980

税込

F LL 3L
着丈 112 113 115

バスト 75 ～ 90 84 ～102 104 ～120
ウエスト 63 ～78 70 ～ 88 90 ～106

ヒップ - - -
着丈はバックネックポイントからの寸法です。            (cm)

目安としてお客様の実寸より 3cm 以上大きい寸法
のサイズをお選びください。



ミディ丈ドレス

優雅なドレープトップスと、レフア柄のチャーミングな 
ボトムスが魅力のフラドレスです。ストラップレスでＯＫ
ですが、気になる方は、お持ちのストラップもご 利用 
いただけます（ストラップループあり）。

ハワイアンファブリック使用
ポリエステル 65% 綿・35%

胸元のドレープとレフアプリントが魅力。

F LL
着丈 108 108

バスト 75 ～ 90 84 ～ 102
ウエスト 63 ～78 70 ～ 88

ヒップ - -
着丈はバックネックポイントからの寸法です。(cm)

F・LL
￥7,980

税込

目安としてお客様の実寸より３cm 以上大きい 
サイズのものをお選びください。

目安としてお客様の実寸より
３cm 以上大きいサイズのも
のをお選びください。
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Muumuu & Hula Dress

ミディ丈ドレス・ブラック F 
1595b F ￥7,980
ヘアクリップ・ホワイト＆パープル 
1403wp ￥980

マイレブレス・2 点セット 
291 ￥980

モデルコーディネート

無地のストレッチ性のあるポリエステルニットを使用した
カラーフラドレス！

商品番号
ピンク 

1178a
ブルー

1176a
レッド 

1133a
ブラック 

1134a
ブラウン 

1155a
ワイン 

1177a

F
￥5,900

税込

着丈はバックネックポイント
からの寸法です。

Ｆ（フリー）サイズ
着丈 133
バスト 80 ～ 95
ウエスト 64 ～ 85
ヒップ 85 ～ 110

(cm)

ポリエステル 100%

レッド

F：1595r F
LL：1595r LL

商品番号：ブラック

F：1595b F
LL：1595b LL

パープル

F：1595p F
LL：1595p LL

ロング丈フラドレス



目安としてお客様の実寸より３cm 以上大きいサイズのものをお選びください。ポリエステル 100%

ポリエステル 100%
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グリーン
F：1372g F
LL：1372g LL

イエロー
F：1372y F
LL：1372y LL

ホワイト
F：1372w F
LL：1372w LL

ピンク
F：1372pi F
LL：1372pi LL

ウリウリは非売品です。

商品番号
レッド
F：1372r F
LL：1372r LL

ミディ丈ドレス フォーマルドレスにも使われる、上品なバックサテンを使用したエレガ
ントなミディ丈フラドレス。トップスはにフィットするシャーリング加工、 
スカートはフレアでふわっとしたシルエットです。

パール調の光沢と優しい色合いが美しいフラドレス。
トップスのバックはシャーリング加工でボディラインにフィットします。

F
￥7,980

税込

LL
￥8,980

税込

F・LL
￥9,800

税込

F LL
着丈 118 119

バスト 75 ～ 90 85 ～ 110
ウエスト 60 ～ 85 75 ～ 110

ヒップ - -
着丈はバックネックポイントからの寸法です。 (cm)

F LL
着丈 131 133

バスト 78 ～ 86 86 ～ 94
ウエスト 66 ～ 80 72 ～ 88

ヒップ - -
着丈はバックネックポイントからの寸法です。 (cm)

ロング丈フラドレス

商品番号　
パールオーキッド（ライトピンク）

F：1589po F LL：1589po LL
パールミント（モデル着用：ライトブルー）

F：1589pm F LL：1589pm LL

バックサテンで優雅に。

ブラック
F：1372b F
LL：1372b LL

ロング丈フラドレス F 
パールミント 

1589pm F  
￥9,800

ヘアクリップ・ホワイト 
1482w ￥1,980

モデルコーディネート

目安としてお客様の実寸より３cm 以上大きい 
サイズのものをお選びください。

ミディ丈ドレス・レッド F 
1372r F ￥7,980
ヘアクリップ・レッド 
1405r ￥1,380

モデルコーディネート



目安としてお客様の実寸より３cm 以上大き
いサイズのものをお選びください。

ロング丈ホルターネック 
ドレス・レッド F 
1547r F ￥8,980
ヘアクリップ・レッド 
1530 ￥1,980

モデルコーディネート

トップにはバックサテン、ボトムにはハワイア
ンファブリックを使用したホルターネックデザ
インのムームー。後ろはシャーリング加工で 
ボディにフィットします。

F LL
着丈 130 132

バスト 76 ～ 90 84 ～ 102
ウエスト 64 ～78 70 ～ 88

ヒップ - -
着丈はバックネックポイントからの寸法です。（cm）

F・LL
￥8,980

税込

ロング丈ホルターネックドレス
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Muumuu & Hula Dress

商品番号　レッド

F サイズ：1547r F
LL サイズ：1547r LL

商品番号　オレンジ＆イエロー

F サイズ：1547oy F
LL サイズ：1547oy LL

S F LL 3L
着丈 129 130 131 132

バスト 85 ～ 90 92 ～100 104 ～110 124 ～132
ウエスト 66 ～72 72 ～ 80 76 ～ 92 96 ～114

ヒップ - - - -
着丈はバックネックポイントからの寸法です。 (cm)

ストレッチベルベットのトップスに、ハワイアンファブ
リックのスカートを組み合わせました。ウエスト脇に
ゴムの入ったデザインです。

目安としてお客様の実寸より４～６cm 以上大きいサイズのもの
をお選びください。

モデルコーディネート

ロング丈フラドレス S・ワイン 
1423p S ￥9,800
ヘアクリップ・ピンク 
1403pi ￥980
ククイブレス・ホワイト 
2 点セット 
786 ￥900

S ～ LL
￥9,800

税込

３L
￥10,800

税込

商品番号
S サイズ： 

1423r S
F サイズ： 

1423r F
LL サイズ： 

1423r LL
３L サイズ： 

1423r 3L

商品番号
S サイズ： 

1423bl S
F サイズ： 

1423bl F
LL サイズ： 

1423bl LL
３L サイズ： 

1423bl 3L

商品番号
S サイズ： 

1423p S
F サイズ： 

1423p F
LL サイズ： 

1423p LL
３L サイズ： 

1423p 3L

ロング丈プリンセスフラドレス
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F LL 3L
着丈 112 113 115

バスト 75 ～ 90 84 ～ 102 104 ～120
ウエスト 63 ～78 70 ～ 88 90 ～ 106

ヒップ - - -
着丈はバックネックポイントからの寸法です。 (cm)

商品番号

F：1086bl F
LL：1086bl LL
3L：1086bl 3L

商品番号

F：1086p F
LL：1086p LL
3L：1086p 3L

商品番号

F：1086w F
LL：1086w LL
3L：1086w 3L

商品番号

F：1086r F
LL：1086r LL
3L：1086r 3L

商品番号

F：1086o F
LL：1086o LL
3L：1086o 3L

商品番号

F：1086pi F
LL：1086pi LL
3L：1086pi 3L

商品番号

F：1086g F
LL：1086g LL
3L：1086g 3L

ミディ丈ドレス・ブルー F
1086bl F ￥7,980

パニエ・ホワイト
826w ￥3,480

レイ＆クリップ・2 点セット
333 ￥2,380

モデルコーディネート

F・LL
￥7,980

税込

３L
￥8,980

税込

目安としてお客様の実寸より３cm 以上大きい寸法の
サイズをお選びください。

優雅で上品なバックサテンミディ丈ドレス。 
トップス後ろはシャーリング加工で、 
上半身をすっきりと美しいシルエットに。

ミディ丈ドレス



ブラック 

1267a

商品番号
レッド 

1269a
パープル

1268a
ガーデングリーン 

1374a
ピンク

1375a

目安としてお客様の実寸
より３cm 以上大きい寸
法のサイズをお選びくだ
さい。
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Muumuu & Hula Dress

￥7,980
税込

ロング丈ワンショルダー 
フラドレス・ブルー S 
1422bl S￥9,800
ヘアクリップ 
パープル＆ホワイト 
1404pw ￥1,800

モデルコーディネート

ストレッチベルベットで上品に。
トップスはストレッチベルベット、スカート部分は 
バックサテンの優雅で上品なワンショルダードレス。
肩ストラップは取り外し可能です。

S F LL
着丈 133 134 135

バスト 82 86 90
ウエスト 66 72 78

ヒップ - - -
着丈はバックネックポイントからの寸法です。 (cm)

最高級のストレッチベルベットを使用したフラドレスです。

着丈はバックネックポイント
からの寸法です。

Ｆ（フリー）サイズ
着丈 133
バスト 84 ～ 95
ウエスト 64 ～ 85
ヒップ 85 ～ 110

(cm)

サイドジップアップのデザインです。目安としてお客様の実寸より 4 ～ 6cm 以上大きい寸法のサイズをお選びください。

商品番号 
ブルー（左・モデル着用）

S：1422bl S
F：1422bl F
LL：1422bl LL
ブラック（中央）

S：1422b S
F：1422b F
LL：1422b LL
レッド（右）

S：1422r S
F：1422r F
LL：1422r LL

S ～ LL
￥9,800

税込

ロング丈ワンショルダーフラドレス

ロング丈ベルベットフラドレス



デコレーションスリーブ付 
ミディ丈シャーリングドレス 
ブルー 
1550bl F ￥8,980
ヘアクリップ ･ ホワイト 
1403w ￥980

モデルコーディネート

ハワイアンファブリック使用
ポリエステル 65% 綿・35%
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デコレーションスリーブ付 
シャーリングミディ丈ドレス 
1421 F ￥8,980
ヘアピック・イエロー＆ピンク　　　　 
1327ypi ￥900

モデルコーディネート

人気のグラデーションミディ丈シャーリングドレス。

F
￥8,980

税込

LL
￥9,980

税込

ミディ丈シャーリングドレス

ミディ丈シャーリングドレス

目安としてお客様の 
実寸より 3cm 以上 
大きい寸法のサイズ
をお選びください。

胸元のパイピングで美しいデコルテを演出。

F
￥8,980

税込

LL
￥9,980

税込

F LL
着丈 118 119

バスト 75 ～ 90 85 ～ 110
ウエスト 60 ～ 85 75 ～ 110

着丈はバックネックポイントからの寸法です。 (cm)

ワイン

F：1550wi F
LL：1550wi LL

レッド

F：1550r F
LL：1550r  LL

商品番号 ブルー

F：1550bl F
LL：1550bl LL

ハワイアンファブリック使用　 
ポリエステル 65% 綿・35%
サイズ表は同ページ 1550 シリーズ↑をご覧ください。

デコレーションスリーブ付き

デコレーションスリーブ付き

F：1418 F
LL：1418 LL

商品番号 ▼

F：1421 F
LL：1421 LL

F：1420 F
LL：1420 LL

F：1417 F
LL：1417 LL

F：1419 F
LL：1419 LL



優雅なフラドレスをお求め安い価格で。 
上質なバックサテン（シャンタン）を使用しました。

S F LL 3L
着丈 124 125 126 127

バスト 91 98 105 125
ウエスト 77.5 84.5 91.5 120

ヒップ 100.6 107.6 114.6 130
着丈はバックネックポイントからの寸法です。 (cm)

14  

Muumuu & Hula Dress

ロング丈フラドレス

ロング丈フラドレス・ブルー S 
1479bl S ￥7,980
ヘアクリップ・ホワイト 
1348w ￥980
レイ・ホワイト 
111w ￥1,500

モデルコーディネート

商品番号 
▲

S サイズ： 

1479pi S
F サイズ： 

1479pi F
LL サイズ： 

1479pi LL
3L サイズ： 

1479pi 3L

商品番号 

▲

S サイズ： 

1479y S
F サイズ： 

1479y F
LL サイズ： 

1479y LL
3L サイズ： 

1479y 3L

商品番号 
▲

S サイズ： 

1479p S
F サイズ： 

1479p F
LL サイズ： 

1479p LL
3L サイズ： 

1479p 3L

商品番号 
▲

S サイズ： 

1479r S
F サイズ： 

1479r F
LL サイズ： 

1479r LL
3L サイズ： 

1479r 3L

商品番号 
▲

S サイズ： 

1479bl S
F サイズ： 

1479bl F
LL サイズ： 

1479bl LL
3L サイズ： 

1479bl 3L

S ～ LL
￥7,980

税込

３L
￥8,980

税込

ハワイアンファブリック使用　ポリエステル 65%・綿 35%
背面ジップアップで伸縮性がないデザインです。目安としてお客様の 
実寸より６～１０cm 以上大きい寸法のサイズをお選びください。

商品番号 レッド

S：1013r S
F：1013r F
LL：1013r LL
3L：1013r 3L

ホワイト

S：1013w S
F：1013w F
LL：1013w LL
3L：1013w 3L

ブルー

S：1013bl S
F：1013bl F
LL：1013bl LL
3L：1013bl 3L

ロング丈フラドレス



ロング丈フラドレス・オレンジ S 
1013o S ￥7,980
レイ & クリップ・2 点セット 
333 ￥2,380

モデルコーディネート

15

ロング丈フラドレス･ レッド F 
1531r F ￥9,800 

ヘアクリップ・レッド 
1484r ￥1,980

モデルコーディネート

S F LL 3L
着丈 124 125 126 127

バスト 91 98 105 125
ウエスト 77.5 84.5 91.5 120

ヒップ 100.6 107.6 114.6 130
着丈はバックネックポイントからの寸法です。 （cm）

S ～ LL
￥7,980
税込

３L
￥8,980
税込

高品質バックサテン（シャンタン）を使用。後ろのシャーリング加工で体にフィットする、
ボディラインが美しいドレスです。

ロング丈フラドレス

Ｆ・LL
￥9,800

税込

３L
￥10,800

税込

背面ジップアップで伸縮性がないデザインです。目安として
お客様の実寸より６～１０cm 以上大きい寸法のサイズを 
お選びください。

目安としてお客様の実寸より 3cm 以上大きい寸法のサイズ
をお選びください。

オレンジ

S：1013o S
F：1013o F
LL：1013o LL
3L：1013o 3L

商品番号 レッド

F：1531r F
LL：1531r LL
3L：1531r 3L

ブルー

F：1531bl F
LL：1531bl LL
3L：1531bl 3L

パープル

F：1531p F
LL：1531p LL
3L：1531p 3L

F LL 3L
着丈 128 129 130

バスト 86 ～ 98 96 ～ 108 105 ～ 120
ウエスト 72 ～ 85 84 ～ 98 94 ～ 110

ヒップ - - -
着丈はバックネックポイントからの寸法です。 (cm)



商品番号　ホワイト

F：182

肩紐を首の後ろで結んで
ホルターネックにも。

16

Setup

16  

新色グラデーションセットアップ！

F ( フリーサイズ）
チューブトップ・着丈 35

チューブトップ・バスト 78 ～ 100
パウスカート・着丈 73

パウスカート・ウエスト 59 ～ 85
ウエストはゴム調整可能。　　　　　　　　　　　(cm)

F ( フリーサイズ）
チューブトップ・着丈 65

チューブトップ・バスト ～ 130
パウスカート・着丈 73

パウスカート・ウエスト 59 ～ 85
ウエストはゴム調整可能。　　　　　　　　　　　(cm)

F ( フリーサイズ）

￥6,400
税込

F ( フリーサイズ）

￥6,700
税込

グラデーションセットアップ

肩紐付セットアップ

グラデーションセットアップ 
グリーン＆ブルー 
1678grbl ￥6,700
ヘアクリップ・ブルー 
1402bl ￥980
モンゴ貝ブレス 
ホワイト 
2 点セット 
1499 ￥900

モデルコーディネート

商品番号　グリーン＆ブルー

F：1678grbl
商品番号　レッド＆パープル

F：1678rp
商品番号　イエロー＆ピンク

F：1678ypi

商品番号　ブラッドオレンジ

F：473
商品番号　レッド

F：778
商品番号　レッド

F：780
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パウスカート 全品
￥3,200

税込

ハワイアンファブリック使用。
４ヤード・4 段ゴムの高品質 
パウスカートをお求め安い価格で。

Paw Skirt

スカート丈 ウエスト
73 59 ～ 85（脇ゴムで調節可能）
78 59 ～ 85（脇ゴムで調節可能）

(cm)

商品番号 1683 (73cm 丈）
商品番号 1684 (78cm 丈）

商品番号 1685 (73cm 丈）
商品番号 1686 (78cm 丈）

商品番号 1687 (73cm 丈）
商品番号 1688 (78cm 丈）

商品番号 1689 (73cm 丈）
商品番号 1690 (78cm 丈）

商品番号 1693 (73cm 丈）
商品番号 1694 (78cm 丈）

商品番号 1695 (73cm 丈）
商品番号 1696 (78cm 丈）

商品番号 1697 (73cm 丈）
商品番号 1698 (78cm 丈）

商品番号 1679 (73cm 丈）
商品番号 1680 (78cm 丈）

商品番号 1699 (73cm 丈）
商品番号 1700 (78cm 丈）

商品番号 1723 (73cm 丈）
商品番号 1724 (78cm 丈）

パウスカート（73/78㎝）
1709/1710￥3,200

シャーリングブラウス･ホワイト 
1166w ￥2,500

ヘアクリップ・イエロー  
1342yC ￥500

レイ  
503 ￥1,500

モンゴ貝ブレス・ホワイト 
2 点セット 

1499 ￥900

モデルコーディネート

ハワイアンファブリック
ポリエステル 65％・綿 35％

※73cm 丈のゴム入れ前寸法は 75cm、78cm 丈のゴム入れ前寸法は 80cm になります。
※染料の種類によって生地の仕上がりの固さが異ります。
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Paw Skirt

商品番号 1707 (73cm 丈）
商品番号 1708 (78cm 丈）

商品番号 1709 (73cm 丈）
商品番号 1710 (78cm 丈）

商品番号 1701 (73cm 丈）
商品番号 1702 (78cm 丈）

商品番号 1735 (73cm 丈）
商品番号 1736 (78cm 丈）

商品番号 1711 (73cm 丈）
商品番号 1712 (78cm 丈）

商品番号 1715 (73cm 丈）
商品番号 1716 (78cm 丈）

商品番号 1717 (73cm 丈）
商品番号 1718 (78cm 丈）

商品番号 1691 (73cm 丈）
商品番号 1692 (78cm 丈）

商品番号 1681 (73cm 丈）
商品番号 1682 (78cm 丈）

商品番号 1635 (73cm 丈）
商品番号 1636 (78cm 丈）

パウスカート（73/78㎝）
1679/1680￥3,200

シャーリングブラウス･ ホワイト 
1166w ￥2,500

ヘアクリップ・ホワイト  
1597w ￥1,280

マイレレイ  
209 ￥1,980

モンゴ貝ブレス・ホワイト 
2 点セット 

1499 ￥900

モデルコーディネート

ハワイより直輸入のハワイアン 
ファブリックを使用 ! 高品質な 
自社工場で縫製しております。

パウスカート
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全品
￥3,200

税込

スカート丈 ウエスト
73 59 ～ 85（脇ゴムで調節可能）
78 59 ～ 85（脇ゴムで調節可能）

(cm)

ハワイアンファブリック：ポリエステル 65％・綿 35％

※73cm 丈のゴム入れ前寸法は 75cm、78cm 丈のゴム入れ前寸法は 80cm になります。
※染料の種類によって生地の仕上がりの固さが異ります。

商品番号 1727 (73cm 丈）
商品番号 1728 (78cm 丈）

商品番号 1705 (73cm 丈）
商品番号 1706 (78cm 丈）

商品番号 1729 (73cm 丈）
商品番号 1730 (78cm 丈）

商品番号 1731 (73cm 丈）
商品番号 1732 (78cm 丈）

商品番号 1733 (73cm 丈）
商品番号 1734 (78cm 丈）

商品番号 1721 (73cm 丈）
商品番号 1722 (78cm 丈）

商品番号 1725 (73cm 丈）
商品番号 1726 (78cm 丈）

商品番号 1713 (73cm 丈）
商品番号 1714 (78cm 丈）

商品番号 1737 (73cm 丈）
商品番号 1738 (78cm 丈）

商品番号 1443 (73cm 丈）
商品番号 1444 (78cm 丈）

商品番号 1445 (73cm 丈）
商品番号 1446 (78cm 丈）

商品番号 1467 (73cm 丈）
商品番号 1468 (78cm 丈）

ハワイより直輸入のハワイアン 
ファブリックを使用 ! 高品質な 
自社工場で縫製しております。
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Paw Skirt
パウスカート

パウスカート（73/78㎝）
1642/1643￥3,200
ヘアクリップ 
1347ry ￥1,500
レイ・ククイと巻貝 
ブラウン 
1493br ￥1,380
ククイブレス 
ブラウン 
2 点セット 
518 ￥900

モデルコーディネート

商品番号 1648 (73cm 丈）
商品番号 1649 (78cm 丈）

商品番号 1646 (73cm 丈）
商品番号 1647 (78cm 丈）

商品番号 1198 (73cm 丈）
商品番号 1225 (78cm 丈）

商品番号 1633(73cm 丈）
商品番号 1634 (78cm 丈）

豊富な品揃えをお手ごろな価格で。

商品番号 1644 (73cm 丈）
商品番号 1645(78cm 丈）

商品番号 1640 (73cm 丈）
商品番号 1641 (78cm 丈）

商品番号 1459 (73cm 丈）
商品番号 1460 (78cm 丈）

商品番号 1461 (73cm 丈）
商品番号 1462 (78cm 丈）

商品番号 1457 (73cm 丈）
商品番号 1458 (78cm 丈）

商品番号 1703 (73cm 丈）
商品番号 1704 (78cm 丈）



21
※73cm 丈のゴム入れ前寸法は 75cm、78cm 丈のゴム入れ前寸法は 80cm になります。

※染料の種類によって生地の仕上がりの固さが異ります。 21

全品
￥3,200

税込

スカート丈 ウエスト
73 59 ～ 85（脇ゴムで調節可能）
78 59 ～ 85（脇ゴムで調節可能）

(cm)

ハワイアンファブリック：ポリエステル 65％・綿 35％

商品番号 1477 (73cm 丈）
商品番号 1478 (78cm 丈）

商品番号 1205 (73cm 丈）
商品番号 1232 (78cm 丈）

商品番号 1208 (73cm 丈）
商品番号 1235 (78cm 丈）

商品番号 1475 (73cm 丈）
商品番号 1476 (78cm 丈）

商品番号 1480 (73cm 丈）
商品番号 1481 (78cm 丈）

商品番号 1465 (73cm 丈）
商品番号 1466 (78cm 丈）

商品番号 1463 (73cm 丈）
商品番号 1464 (78cm 丈）

商品番号 1602 (73cm 丈）
商品番号 1603 (78cm 丈）

商品番号 1600 (73cm 丈）
商品番号 1601 (78cm 丈）

商品番号 1604 (73cm 丈）
商品番号 1605 (78cm 丈）

商品番号 1628 (73cm 丈）
商品番号 1629 (78cm 丈）

商品番号 1719 (73cm 丈）
商品番号 1720 (78cm 丈）



※ 73cm 丈のみ。ゴム入れ前寸法は 75cm になります。
※染める染料の種類によって生地の仕上がりの固さが異ります。22

Paw Skirt

リバーシブルなので表側は柄のあるダブルパウスカートとして、
裏側は無地のシングルパウスカートとしてご利用いただけます。

商品番号 1558 (73cm 丈） 商品番号 1740 (73cm 丈）

商品番号 1742 (73cm 丈） 商品番号 1546 (73cm 丈）商品番号 1749 (73cm 丈）

商品番号 1744 (73cm 丈）商品番号 1756 (73cm 丈） 商品番号 1755 (73cm 丈）

商品番号 1746 (73cm 丈） 商品番号 1747 (73cm 丈）

裏地：ブルー

裏地：ディープローズ

裏地：ピンク

裏地：グリーン

裏地：レッド

裏地：ブラック

リバーシブル・ダブルパウスカート
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ダブルパウスカート（73cm のみ）
1742 ￥4,800 
シャーリングブラウス・グリーン 
Ｆサイズ
1166g ￥2,500
ヘアクリップ ･ ピンク
1483pi ￥680
レイ･ ピンク
111pi ￥1,500
モンゴ貝ブレス（2 点セット）
1499 ￥900

モデルコーディネート

全品
￥4,800

税込

商品番号 1739 (73cm 丈）

商品番号 1748 (73cm 丈） 商品番号 1751 (73cm 丈）商品番号 1741 (73cm 丈）

商品番号 1750 (73cm 丈） 商品番号 1752 (73cm 丈）商品番号 1754 (73cm 丈）商品番号 1753 (73cm 丈）

商品番号 1745 (73cm 丈） 商品番号 1758 (73cm 丈） 商品番号 1743 (73cm 丈）

裏地：ブラウン

裏地：エッグプラント



バックサテン ( シャンタン）・リバーシブルパウスカート

フリルパウスカート（73cm のみ）
1414 ￥3,800 
バックサテン 
チューブトップ・ブルー 
フリーサイズ
1024 ￥3,800
ヘアクリップ
1599bl ￥1,380
レイ・バブルシェル 
＆ククイ 
1492bl ￥1,380

モデルコーディネート

商品番号 1413 (73cm 丈）

商品番号 1426 (73cm 丈）商品番号 1504 (73cm 丈）

商品番号 1416 (73cm 丈）

商品番号 1505 (73cm 丈）商品番号 1428 (73cm 丈）

フリルとパイピングを施したおしゃれな
パウスカート。
73cm 丈のみ・4 ヤード 3 段ゴム

ホイケ等でも活躍！
フリルパウスカート 全品

￥3,800
税込

※ 73cm 丈のみ。ゴム入れ前寸法は 75cm になります。
※染める染料の種類によって生地の仕上がりの固さが異ります。

Paw Skirt

24

商品番号 1019 商品番号 1021商品番号 1020 商品番号 1022商品番号 1018商品番号 1017 

表側は通常のパウスカート、裏側はフリルパウスカート。
73cm 丈のみ・4 ヤード 3 段ゴム

全品
￥4,800

税込



後

後

後
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T-shirt

バスト寸法（P28 参照） サイズ
90cm 以下 　→  F（半袖 T シャツの M ～ L）

98cm 以下 　→  LL（半袖 T シャツの XL）

刺繡 T シャツのサイズの目安

特別注文不可

商品番号 KD1p   w br b
T シャツの色はホワイト・ブラウン・ブラックのみ

商品番号 KD1bl  w
T シャツの色はホワイトのみ

パープル

オリジナルの刺繡とフリル袖が
女性らしい華やかさを演出する
エレガントさも兼ね備えた T シャツ。
レフア柄が新しく加わりました！

F
￥1,980

税込

LL
￥2,100

税込

ネイビー

後

商品番号 KD1pi   w br b
T シャツの色はホワイト・ブラウン・ブラックのみ

ピンク

パウスカート (73㎝のみ） 
1565 ￥3,200
刺繡 T シャツ・ホワイト・ネイビー刺繡 F
KD2blwF ￥1,980
ヘアクリップ 
1591 ￥1,500

モデルコーディネート

後

商品番号 KD2w  b
T シャツの色はブラックのみ

商品番号 KD2p   w br b
T シャツの色はホワイト・ブラウン・ブラックのみ

商品番号 KD2bl   w 
T シャツの色はホワイトのみ

後

パープル ホワイト ネイビー

フリル袖刺繡Ｔシャツ



後 後後

後 後

後

ホワイト

ピンク

パープル

パウスカート（73㎝ /78cm） 
1198/1225 ￥3,200

刺繡 T シャツ  
ブラック・スカイブルー刺繡 F

KD6sbb F ￥1,980
ヘアクリップ・ブルー 

1325blc ￥500

モデルコーディネート
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T-shirt

後後 後

ゴールド

シルバーレッド ゴールド

ターコイズ 
ブルー

スカイブルー

商品番号 KD3pi   w br b
T シャツの色はホワイト・ブラウン・ブラックのみ

商品番号 KD3w  b
T シャツの色はブラックのみ

商品番号 KD4tb  w b
T シャツの色はホワイト・ブラックのみ

商品番号 KD5g  w b
T シャツの色はホワイト・ブラックのみ

商品番号 KD4sb  b
T シャツの色はブラックのみ

商品番号 KD4s  br b
T シャツの色はブラウン・ブラックのみ

商品番号 KD4g  w b
T シャツの色はホワイト・ブラックのみ

商品番号 KD4r  b
T シャツの色はブラックのみ

商品番号 KD3p  w br b
T シャツの色はホワイト・ブラウン・ブラックのみ

フリル袖刺繡Ｔシャツ
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商品番号 KD5sb  w 
T シャツの色はホワイトのみ

商品番号 KD6g  w b
T シャツの色はホワイト・ブラックのみ

商品番号 KD5s  br b
T シャツの色はブラウン・ブラックのみ

商品番号 KD5tb  b
T シャツの色はブラックのみ

後

後後後

後 後

レッド ゴールド

スカイブルー

ゴールドスカイブルーシルバー

ターコイズ
ブルー

シルバー

ターコイズ
ブルー

パウスカート（73㎝ /78cm） 
1208/1235  ￥3,200

刺繡 T シャツ  
ホワイト  
ゴールド刺繡 F
KD7gw F  
￥1,980
ヘアクリップ 
イエロー 
1675y  
￥1,800

モデルコーディネート

F
￥1,980

税込

LL
￥2,100

税込

後

シルバー

後

商品番号 KD6s  br b
T シャツの色はブラウン・ブラックのみ

商品番号 KD7s  w b  
T シャツの色はホワイト・ブラックのみ

商品番号 KD7r  b  
T シャツの色はブラックのみ

商品番号 KD6sb  w b
T シャツの色はホワイト・ブラックのみ

商品番号 KD6tb  w b
T シャツの色はホワイト・ブラックのみ

商品番号 KD7g  w b  
T シャツの色はホワイト・ブラックのみ

後

後



後

後

後

後

28

T-shirt

商品番号 514 w y  p  br b 商品番号 550 w y  p  br b

商品番号 552  y  p  br b

商品番号 490 w y  p  br b商品番号 481 w y  p  br b  

商品番号 553 w y  p  br b

商品番号 491 w y  p  br b

商品番号 519 w y  p  br b

パウスカート （73/78㎝）
1534/1535 ￥3,200
T シャツ・ピンク M
1596mp ￥1,800
ヘアクリップ・ピンク  
1599pi ￥1,380

モデルコーディネート

まずはお客様がすでに
お持ちの T シャツを 
ご用意ください。 
左の脇の下から右の脇
の下までの寸法を計り、 
二倍してください。

計ったお客様のバスト寸法が
84cm 以下  →  Ｍサイズ
90cm 以下  →  Ｌサイズ
95cm 以下  →  XLサイズ

T シャツ・七分袖 T シャツサイズの目安

※ あくまでも目安のサイズとなります。 
体型によっては当てはまらない場合もございます。
ゆったりと着たい場合などは大きめのサイズを 
お選びください。

※ 半袖Ｔシャツはアメリカサイズのため、 
タグ表示は異なります（Ｍサイズは G-S、 
Ｌサイズは G-M、LL(XL) サイズは G-L）。

※ 七分袖Ｔシャツは日本サイズ表示になります。

×２

後

3L ～５L の特別注文を承ります。詳しくは 32 ページをご覧ください。

後 ( 右腰部分） 後

後プリント無し

綿 100%。お色とサイズをお選びください。

M・L
￥1,800

税込

LL（XL)
￥1,900

税込

半袖Ｔシャツ



後 ( 右腰部分）

後
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商品番号 695 w y  p  br b

お色はホワイト・イエロー・ピンク・ブラウン・ブラックの 5 色からお選びください。
※ 3 ～ 5Ｌの特注サイズはホワイト・ブラックの 2 色のみとなります（詳しくは 32 ページをご覧ください）。

商品番号 1517 w y  p  br b

後プリント無し

商品番号 788 w y  p  br b

商品番号 982 w y  p  br b

商品番号 791 w y  p  br b商品番号 789 w y  p  br b 商品番号 790 w y  p  br b

後後

後

商品番号 863 w y  p  br b 商品番号 881 w y  p  br b

後プリント無し

商品番号 974 w y  p  br b

商品番号 1516 w y  p  br b

商品番号 692 w y  p  br b

後プリント無し

後プリント無し

3L ～５L の特別注文を承ります。詳しくは 32 ページをご覧ください。

後 後

後プリント無し



パウスカート (73㎝のみ）
1664  ￥3,200

ストレッチ T シャツ 
ホワイト Ｍ 

TC6grw M  
￥1,800

ヘアクリップ  
ピンク 

1483pi  
￥680

モンゴ貝ブレス  
ホワイト 

2 点セット 
1499 ￥900

モデルコーディネート
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T-shirt

商品番号 TC2g  b  p  
T シャツの色はブラック・パープルのみ。

商品番号 TC1p  pi
T シャツの色はピンクのみ。

商品番号 TC2b  w
T シャツの色はホワイトのみ。

ストレッチＴシャツ 女性らしさが光るストレッチ T シャツ。ボディーラインにフィットし、
首周りのカットはデコルテラインを綺麗に見せます。ドライ機能付き。
綿 70%・ポリエステル 30%

商品番号 TC2pi  p  w
T シャツの色はパープル・ホワイトのみ。

後プリント無し

ピンク

商品番号 TC1pi  p  
T シャツの色はパープルのみ。

後プリント無し

レッド

商品番号 TC1r  w b
T シャツの色はホワイト・ブラックのみ。

後プリント無し

後プリント無し

後プリント無し

後プリント無し

後プリント無し

ゴールド

商品番号 TC1g  w b
T シャツの色はホワイト・ブラックのみ。

後プリント無し

ゴールドパープル ピンク

後

商品番号 TC3r   w
T シャツの色はホワイトのみ。

後

商品番号 TC3g  w b
T シャツの色はホワイト・ブラックのみ。

商品番号 TC2w  b  pi
T シャツの色はブラック・ピンクのみ。

ホワイト ブラック

レッド ゴールド
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商品番号 TC4r   b  w
T シャツの色はブラック・ホワイトのみ

商品番号 TC4w   p  b  pi 
T シャツの色はパープル・ブラック・ピンクのみ

後

ピンク

商品番号 TC3pi   p  
T シャツの色はパープルのみ

ホワイト

後

商品番号 TC3w   p  b  pi
T シャツの色はパープル・ブラック・ピンクのみ

レッド

ホワイト

後プリント無し

商品番号 TC4pi   p  
T シャツの色はパープルのみ

ピンク

後プリント無し

後プリント無し 後プリント無し

後プリント無し

商品番号 TC4g   w
T シャツの色はホワイトのみ

ゴールド

後プリント無し

サイズは 28 ページをご参照ください。
ストレッチ性の高い素材のため、着用前のサイズは若干小さめとなりますので
ご注意ください。大きいサイズ（３l ～５Ｌ）のご用意はございません。

M・L
￥1,800

税込

LL（XL)
￥1,900

税込

ブルー

後プリント無し

商品番号 TC5bl   b  w
T シャツの色はブラック・ホワイトのみ

商品番号 TC5g   p  pi 
T シャツの色はパープル・ピンクのみ

商品番号 TC6gr   b  w pi 
T シャツの色はブラック・ホワイト・ピンクのみ

レッド

後プリント無し

商品番号 TC5r   w
T シャツの色はホワイトのみ

ホワイト

後プリント無し

商品番号 TC5w   p  b  pi 
T シャツの色はパープル・ブラック・ピンクのみ

後プリント無し

商品番号 TC6g   b  w p
T シャツの色はブラック・ホワイト・パープルのみ

ゴールド グリーン　　　　 ゴールド



後

後 後
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110cm104cm
バストバスト バスト

120cm

半袖・七分袖 Tシャツ 3～５Lの
特別注文を承ります。
白・黒の2色のみとなります！

大きい
サイズ

着丈
68cm

バスト
104cm

バスト
110cm

バスト
120cm

着丈
72cm

着丈
75cm

110cm104cm
バストバスト バスト

120cm

半袖・七分袖 Tシャツ 3～５Lの
特別注文を承ります。
白・黒の2色のみとなります！

大きい
サイズ

着丈
68cm

バスト
104cm

バスト
110cm

バスト
120cm

着丈
72cm

着丈
75cm

※ 特別注文の T シャツは返品・交換できませんのでご注意ください。
※ 半袖Ｔシャツはアメリカサイズのため、タグ表示が異なります。 

→3LサイズはM、4LサイズはL、5LサイズはXL
※ 七分袖Ｔシャツは日本サイズ表示になります。

半袖３～５L
￥1,980

税込

七分袖３～５L
￥2,280

税込

半袖・七分袖 T シャツ３～５L の特別注文を承ります。

T-shirt
M・L

￥1,900
税込

LL（XL)
￥1,980

税込

七分袖Ｔシャツ

ホワイト・ブラウン・ブラックの 3 色からお選びいただけます。綿 100%
サイズは 28 ページをご参照ください。

後

後プリント無し後

後

後

商品番号 703 w br b

商品番号 701 w br b

商品番号 702 w br b

商品番号 699 w br b商品番号 698 w br b  

商品番号 759 w b 商品番号 759 br 

商品番号 1079 w br b  

　↑ 同じデザインですが、T シャツのお色によってプリントの色味が異なります。↑

パウスカート（73㎝ /78cm） 
1467/1468  
￥3,200

七分袖 T シャツ  
ブラック L 
699lb  ￥1,900
ヘアクリップ・ホワイト 
1403w ￥980

コーディネート



Shoes & Dress Inner

つま先部分は合成皮革を使用し 
滑りにくく耐久性のある作りです。 
足のサイズは靴紐で調整可能。 
靴底はダンス専用の靴底を使用し
ています。オールシーズン OK！

商品番号（ブラック） サイズ 商品番号（ピンク）
hsb34 21.5 ～22cm hs34
hsb36 22.5 ～23cm hs36
hsb38 23.5 ～24cm hs38
hsb40 24.5 ～25cm hs40

ブラック ピンク

商品番号

844
商品番号

972
商品番号

973
66cm 丈
ウエスト 60 ～ 85cm（総ゴム）

￥1,980
税込

（予告なく仕様変更がある場合があります。）

商品番号 
787

33

フラドレスの下に
着用することで 
ボリュームを出し
ます。

商品番号 816
82cm 丈
ウエスト 60 ～ 80cm

（総ゴム）
ポリエステル 100%

ペチコートなしペチコートあり

商品番号 
1528

60cm 丈
ウエスト 60 ～ 80cm

（総ゴム）

商品番号 
696

56cm 丈
ウエスト 60 ～ 80cm

（総ゴム）

レッスンシューズ

パウスカート・ムームードレス
等の中に着用します。

￥1,000
税込

￥3,980
税込

生地はハードタイプです。

スカートラインをしなやかに美しく。
パウスカート等の下に着用することで
簡単にボリュームアップできます。

生地はソフトタイプの 2 枚重ね。 
踊りで回転する時、スカートがしな
やかに美しく広がるのが特徴です。

￥1,980
税込

￥2,700
税込

ロングペチコート

ペチコート アンダーパンツ
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Color Setup

今ハワイで大人気の見せる
パニエ。丈はスカートの裾
のラインの長さと同じぐら
いになります。パウスカー
トやフラドレスの中に着用
するペチコートとしてもご
利用いただけます。
フリーサイズ：
ウエスト 60 ～ 80cm（総ゴム）
70cm 丈。ポリエステル 100%

商品番号
ブルー 831bl
ピンク 831pi
ホワイト 831w
イエロー 831y
ブラック 831b
グリーン 831g
ブラウン 831br
レッド 831r
パープル 831p

生産ロットによって色味に若干の差がございますのでご了承ください。

上下セット・ブラウン 
803￥6,700
デコレーションスリーブ・ブラウン
831br ￥980
ヘアクリップ  
335￥980
レイ  
209￥1,980

コーディネート

袖丈 20cm
ゴム調整可能
ポリエステル 65％・綿 35％ 

（ハワイアンファブリック使用）

商品番号
ブルー 826bl
ピンク 826pi
ホワイト 826w
イエロー 826y
ブラック 826b
グリーン 826g
レッド 826r
パープル 826v

カラーパニエ

チューブトップ ＋ パウスカートのセットアップです。

￥3,480
税込

1 セット
￥980

税込

カラー上下セット

デコレーションスリーブ

Ｆ ( フリー ) サイズ（M ～ L
サイズ 対応）: 着丈 52cm  
バスト 78 ～ 115cm

LL サイズ（LL ～ 3L サイズ
対応）: 着丈 55cm  バスト
88cm ～ 130cm

襟・袖口・ウエストのゴムは
調整可能です。

ポリエステル 65％・綿 35％
（ハワイアンファブリック使用）

商品番号
カラー Ｆ LL
ブルー 709F 709LL
ピンク 711F 711LL
ホワイト 230F 230LL
イエロー 734F 734LL
ブラック 236F 236LL
グリーン 707F 707LL
ブラウン 710F 710LL
レッド 706F 706LL
パープル 708F 708LL

F・LL
￥3,200

税込

カラーブラウス

コーディネートは 9 ページをご覧ください。
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商品番号
ブルー 806
ピンク 804
ホワイト 941
イエロー 805
ブラック 731
グリーン 571
ブラウン 803
レッド 568
パープル 802ポリエステル 65％綿 35％（ハワイアンファブリック使用）パウスカートは 73cm 丈のみ。

2 段ゴムを使用し、胸元に上下たっぷりギャザーを施した肩出しタイプのチューブトップです。ゴムは
調整可能で、パウスカートの中に履いてペチコートとしても使用可能な 2way チューブトップです。
フリーサイズ（M ～ 3L サイズ対応 ) : 着丈 65cm バスト～ 130cm　 
ポリエステル 65％・綿 35％（ハワイアンファブリック使用）

4 ヤード・4 段ゴム　73cm 丈のみ　
ポリエステル 65％・綿 35％（ハワイアンファブリック使用）

商品番号
ブルー 714
ピンク 718
ホワイト 410
イエロー 735
ブラック 411
グリーン 572
ブラウン 716
レッド 569
パープル 712

商品番号
ブルー 715
ピンク 719
ホワイト 825
イエロー 821
ブラック 730
グリーン 570
ブラウン 717
レッド 567
パープル 713

生産ロットによって色味に若干の差がございますのでご了承ください。

カラーパウスカート

￥6,700
税込

￥3,200
税込

￥3,500
税込

カラーチューブトップ
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Blouse

フリルパウスカート 
（73㎝のみ） 
1184 ￥3,800
総レースサテン 
フリルブラウス M 
1181M ￥3,500
ヘアコーム・レッド 
933 ￥980

モデルコーディネート

ポリエステル 65％・綿 35％

商品番号 1166w ( フリー）

商品番号 1166b ( フリー）

商品番号 1166r ( フリー）商品番号 1166p ( フリー）

商品番号 1166bl ( フリー）

商品番号 1166pi ( フリー）

商品番号 1166g ( フリー）商品番号 1166br ( フリー）

上半身をすっきり見せるシャーリングブラウス。
お好みのパウスカートにコーディネートできます。

M・L
￥3,500

税込

LL(XL)
￥3,900

税込

サイズ 商品番号 着丈 バスト ウエスト
Ｍ 1181M 55 95 92
Ｌ 1182L 57 102 97

ＬＬ 1183LL 61 116 112
こちらのサイズは実寸となります。 (cm)

光沢のあるサテンレースを使用し、高級感のある
上品なフリルブラウスです。ホイケを綺麗に演出
します。
後ろファスナーで 40cm 程開きます。
ポリエステル 100%

パウスカート（73㎝）
818￥3,200
シャーリングブラウス・ブラック 
1166b ￥2,500
ヘアクリップ・ピンク  
1597pi ￥1,280
レイ  
331 ￥1,500
ククイブレス・ ホワイト  
２点セット 
786 ￥900

モデルコーディネート

総レースサテンフリルブラウス

￥2,500
税込

Ｆ (M ～ LL)
着丈 38
バスト 80 ～ 100

(cm)



商品番号 
1165b（フリー）

フリルブラウス・パープル 
1607p ￥4,800
ヘアクリップ ・ホワイト 
1403w ￥980
ククイブレス・ナチュラル 
２点セット 
1498n ￥980

モデルコーディネート

こちらのパウスカートは
生産終了となりました。
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商品番号 
1165p（フリー）

商品番号 
1165r（フリー）

商品番号 
1165piフリー）

商品番号 
1165w（フリー）

商品番号 
1165bl（フリー）

フリルブラウス・ブラウン 
1165br ￥3,800
パウスカート（73cm/78cm）
1585/1586  
￥3,200
ヘアクリップ・ピンク 
1114pi ￥500
ククイブレス・ブラウン 
518 ￥900

モデルコーディネート

襟・袖口のゴムは調整可能です。 綿 35%・ポリエステル 65% 

襟・袖口はゴムは調整可能。 
ポリエステル 100% （シャンタン）

商品番号 1607p（フリー）

1167bl（フリー）

商品番号 1607r（フリー）商品番号 1167g（フリー）

商品番号 1167pi（フリー）商品番号 1167w（フリー）

光沢のある上質なバックサテンブラウスで華やかさをプラス！

フリルブラウス

バックサテン・フリルブラウス

￥3,800
税込

￥4,800
税込

Ｆ (M ～ LL)
着丈 65
バスト 85 ～ 110

(cm)

Ｆ (M ～ LL)
着丈 65
バスト 85 ～ 110

(cm)



Ｆ LL
スカート丈 92 94
ウエスト 62 ～ 78 76 ～ 104
ヒップ 80 ～ 94 100 ～ 116

(cm)

Ｆ ( フリー ) LL
着丈 58 62
バスト 88 ～ 95 96 ～ 102

(cm)
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Blouse

ベルベットフリルブラウス 
パープル F 

1317a F  ￥3,980
ベルベットスカート 

パープル F 
1320a F ￥5,980

ヘアピック 
イエロー＆ピンク 
1327ypi￥900

モデルコーディネート

商品番号  1315a F 
レッド 1315a LL 

商品番号  1318a F 
レッド 1318a LL

商品番号  1316a F 
ブラック 1316a LL 

商品番号  1319a F 
ブラック 1319a LL 

商品番号  1317a F 
パープル 1317a LL 

商品番号  1320a F 
パープル 1320a LL 

ストレッチベルベットスカート。ベルベットフリルブラウスはもちろん 
シャンタンブラウスやフリルブラウスともコーディネートできます

最高級のストレッチベルベットを使用したフリル
ブラウス！シャンタンパウスカートやマーメイド
スカート等とコーディネートできます。

商品番号

F サイズ：1587 F
LLサイズ：1587 LL

ベルベットフリルブラウス

ベルベットスカート

F
￥3,980

税込

F
￥3,980

税込

LL
￥4,380

税込

LL
￥4,380

税込

LL
￥6,380

税込

Ｆ
￥5,980

税込

シャーリングブラウス 後ろはシャーリング加工を施した 
シルエットの美しいフラブウスです。
綿 35％・ポリエステル 65％

Ｆ (M ～ L) LL
着丈 57 60
バスト 80 ～ 92 90 ～ 112

(cm)

お揃いに
なります！！



サイズは P42 で
ご確認ください。

サイズは P43 で
ご確認ください。
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お揃いフラドレス
お揃いフラドレス 
クリスタルシャイン  
ブルー F 
1626bl F ￥9,800
ヘアクリップ・ホワイト 
1522w ￥1,380

モデルコーディネート

クリスタルシャインバックサテンとハワイアン
ファブリックを使用したパフスリーブドレス。
後ろはシャーリング加工でボディにフィットす
るデザインです。

ポリエステル100%（トップ）
ポリエステル 65%・ 綿 35%（ボトム）

バックサテンがキラキラ
輝くドレスをお揃いで。

クリスタルシャインパープル

F：1626p F
LL：1626p LL

クリスタルシャインイエロー

F：1626y F
LL：1626y LL

クリスタルシャインレッド

F：1626r F
LL：1626r LL

ジュニア
￥5,980

税込

ケイキ
￥4,980

税込

クリスタルシャインパープル
L：ckw12

クリスタルシャインパープル
M：cw12

クリスタルシャインブルー
L：ckw14

クリスタルシャインブルー
M：cw14

クリスタルシャインレッド
L：ckw11

クリスタルシャインレッド
M：cw11

クリスタルシャインイエロー
L：ckw13

クリスタルシャインイエロー
M：cw13

P6 ～ P7
掲載の 

フラドレスも 
お揃いに 

なります！

F LL
着丈 128 129

バスト 86 ～ 98 96 ～ 108
ウエスト 72 ～ 85 84 ～ 98

ヒップ - -
着丈はバックネックポイントからの寸法です。(cm)

目安としてお客様の実寸より３cm 以上大
きいサイズのものをお選びください。

F・LL
￥9,800

税込

商品番号
クリスタルシャインブルー

F：1626bl F
LL：1626bl LL
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Matching Setup

柄入り

880r
無地

568

柄入り

880pi
無地

804

柄入り

880bl
無地

806

柄入り

880y
無地

805

無地の商品は 
P34 ～ P35 にも 
掲載しています。

柄入り

ck1
無地

ck5

柄入り

ck2
無地

ck6

柄入り

ck3
無地

ck7

柄入り

ck4
無地

ck8

大人用 
上下セット

￥6,700
税込

ジュニア 
上下セット

￥3,980
税込

ケイキ 
上下セット

￥2,980
税込

生産ロットによって色味に若干の差がございますのでご了承ください

ハワイアンファブリック使用　ポリエステル 65％・綿 35％

チューブトップとパウスカートのセットアップ。
おそろいの柄入りと無地の２種類をご用意しました。

Ｓ：
M：
L ：

 柄入り

c1 S
c1 M
c1 L

無地

c11 S
c11 M
c11 L

Ｓ：
M：
L ：

 柄入り

c2 S
c2 M
c2 L

無地

c12 S
c12 M
c12 L

Ｓ：
M：
L ：

 柄入り

c3 S
c3 M
c3 L

無地

c13 S
c13 M
c13 L

Ｓ：
M：
L ：

 柄入り

c4 S
c4 M
c4 L

無地

c14 S
c14 M
c14 L

サイズ 身長 トップ着丈 バスト スカート丈 ウエスト

XL 130 ～ 145 50 ～ 80 65 50 ～ 80
ウエストはゴム調整可能。（cm）

サイズ トップ着丈 バスト スカート丈 ウエスト

大人用 F (M ～ 3L 対応） 65 ～ 130 73 59 ～ 85
ウエストはゴム調整可能。（cm）

サイズ 身長 トップ着丈 バスト 首紐 スカート丈 ウエスト

Ｓ 90 ～ 100 14 ～ 80 110 38 50 ～ 80
Ｍ 100 ～115 15 ～ 82 110 46 50 ～ 80
Ｌ 115 ～ 130 16 ～ 82 110 58 50 ～ 80

ウエストはゴム調整可能。（cm）

おそろいツーピース



e m i k a のこども用フラ衣装

K e i k i
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商品番号　ブルー

L：ckw21
XL：ckwxl21

商品番号　レッド

cw19

商品番号　レッド

L：ckw19
XL：ckwxl19

商品番号　ピンク　

cw20

商品番号　ピンク

L：ckw20
XL：ckwxl20

商品番号　ブルー

cw21

（税込）

￥4,980

ジュニアロング丈ムームー

ケイキロング丈ムームー

後ろは 
シャーリング
加工なので 

快適な着心地
です！

後ろは 
シャーリング
加工なので 

快適な着心地
です！

（税込）

L:￥5,980
XL:￥6,980

ポリエステル 65％・綿 35％（ハワイアンファブリック使用）

ポリエステル 65％・綿 35％（ハワイアンファブリック使用）

サイズはちょうどいいものをお選びください。サイズ違いは思わぬ怪我の原因になります。

サイズ 身長 着丈 バスト ウエスト

Ｌ 120 ～ 140 95 65 ～73 65 ～73
XL 135 ～ 150 113 68 ～78 68 ～78

着丈は BNP からの寸法となります。 （cm）

サイズ 身長 着丈 バスト ウエスト

M 100 ～ 120 82 57 ～ 65 57 ～ 65
着丈は BNP からの寸法となります。 （cm）



クリスタルシャインパープル
L：ckw12

クリスタルシャインブルー
L：ckw14

商品番号

L：ckw17
XL：ckwxl17

（税込）
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L:￥4,980
XL:￥5,980

（税込）

￥5,980
サイズ 身長 着丈 * バスト ウエスト

L 120 ～ 140 85 64 ～75 64 ～75
（cm）

ジュニアムームー

商品番号

L：ckw5
XL：ckwxl5

商品番号

L：ckw15
XL：ckwxl15

商品番号

L：ckw16
XL：ckwxl16

商品番号

L：ckw18
XL：ckwxl18

商品番号

L：ckw6
XL：ckwxl6

商品番号

L：ckw7
XL：ckwxl7

後ろは 
シャーリング
加工なので 

快適な着心地
です！

クリスタルシャインレッド
L：ckw11

後ろは 
シャーリング
加工なので 

快適な着心地
です！

クリスタルシャインイエロー
L：ckw13

トップス：ポリエステル 100％（バックサテン）
ボトムス：ハワイアンファブリック使用 ポリエステル 65％・綿 35％
*BNP より採寸

ハワイアンファブリック使用  ポリエステル 65％・綿 35％
*BNP より採寸

サイズ 身長 着丈 * バスト ウエスト

L 120 ～ 140 80 60 ～ 80 54 ～70
XL 135 ～ 150 101 70 ～ 90 55 ～ 80

（cm）

M・L サイズのみ



クリスタルシャインブルー
M：cw14

（税込）

￥4,980

（税込）

￥3,980

（税込）

￥3,980

ケイキムームー

クリスタルシャインパープル
M：cw12

クリスタルシャインレッド
M：cw11

クリスタルシャインイエロー
M：cw13

サイズ 身長 着丈 * バスト ウエスト

M 100 ～ 120 70 58 ～ 66 58 ～ 66
（cm）

サイズ 身長 着丈 * バスト ウエスト

M 90 ～ 110 55 50 ～70 50 ～ 65
（cm）
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トップス：ポリエステル 100％（バックサテン）
ボトムス：ハワイアンファブリック使用 ポリエステル 65％・綿 35％
*BNP より採寸

ハワイアンファブリック使用  ポリエステル 65％・綿 35％
*BNP より採寸

ハワイアンファブリック使用  ポリエステル 65％・綿 35％
*BNP より

商品番号

cw5
商品番号

cw7
商品番号

cw6

商品番号

cw16

商品番号

cw17
商品番号

cw15
商品番号

cw18

後ろは 
シャーリング
加工なので 

快適な着心地
です！

後ろは 
シャーリング
加工なので 

快適な着心地
です！

サイズ 身長 着丈 * バスト ウエスト

M 90 ～ 110 62 55 ～70 50 ～ 65
（cm）

M・L サイズのみ



ジュニアサイズのチューブトップとパウスカートのセット。
パイピングありとなしの２種類をご用意しました。
トップスのデザインとサイズが異なりますのでご注意ください。

スカート：３ヤード、３段ゴム（上下ともゴム調節可能）
ポリエステル 65％・綿 35％（ハワイアンファブリック使用）

スカート：３ヤード、３段ゴム（上下ともゴム調節可能）
ポリエステル 65％・綿 35％（ハワイアンファブリック使用）

ジュニア上下セット

商品番号

ck46

商品番号

ck40

商品番号

ck34

商品番号

ck47

商品番号

ck41

商品番号

ck35

商品番号

ck48

商品番号

ck42

商品番号

ck36
商品番号

ck39

商品番号

ck38

商品番号

ck49

商品番号

ck43

（税込）

パイピングあり

￥3,980

（税込）

パイピングなし

￥3,980

サイズ 身長 トップ着丈 バスト 首紐 スカート丈 ウエスト

XL 130 ～ 145 17 ～ 80 130 65 50 ～ 80
（cm）

サイズ 身長 トップ着丈 バスト スカート丈 ウエスト

XL 130 ～ 145 50 ～ 80 65 50 ～ 80
（cm）
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商品番号

Ｓ：c49 Ｓ
Ｍ：c49 Ｍ
Ｌ：c49 Ｌ
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チューブトップとパウスカートのセット。
パイピングありとなしの２種類をご用意しました。
サイズは共通となります。

ケイキ上下セット

トップ：ゴム上下 2 本　
スカート：2.5 ヤード・2 段ゴム（上下ともゴム調節可能です）。
ポリエステル 65％・綿 35％（ハワイアンファブリック使用）

トップ：ゴム上下 2 本　
スカート：2.5 ヤード・2 段ゴム（上下ともゴム調節可能）。
ポリエステル 65％・綿 35％（ハワイアンファブリック使用）

商品番号

Ｓ：c60 Ｓ
Ｍ：c60 Ｍ
Ｌ：c60 Ｌ

商品番号

Ｓ：c51Ｓ
Ｍ：c51 Ｍ
Ｌ：c51Ｌ

商品番号

Ｓ：c53Ｓ
Ｍ：c53 Ｍ
Ｌ：c53Ｌ

商品番号

Ｓ：c59 Ｓ
Ｍ：c59 Ｍ
Ｌ：c59 Ｌ

商品番号

Ｓ：c58 Ｓ
Ｍ：c58 Ｍ
Ｌ：c58 Ｌ

商品番号

Ｓ：c55Ｓ
Ｍ：c55 Ｍ
Ｌ：c55Ｌ

商品番号

Ｓ：c62 Ｓ
Ｍ：c62 Ｍ
Ｌ：c62Ｌ

商品番号

Ｓ：c57 Ｓ
Ｍ：c57 Ｍ
Ｌ：c57Ｌ

商品番号

Ｓ：c54 Ｓ
Ｍ：c54 Ｍ
Ｌ：c54 Ｌ

商品番号

Ｓ：c61Ｓ
Ｍ：c61 Ｍ
Ｌ：c61Ｌ

商品番号

Ｓ：c50 Ｓ
Ｍ：c50 Ｍ
Ｌ：c50 Ｌ

商品番号

Ｓ：c52 Ｓ
Ｍ：c52 Ｍ
Ｌ：c52Ｌ

（税込）

パイピングあり

￥3,480

（税込）

パイピングあり

￥2,980

サイズ 身長 トップ着丈 バスト 首紐 スカート丈 ウエスト

Ｓ 90 ～ 100 14 ～ 80 110 38 50 ～ 80
Ｍ 100 ～ 115 15 ～ 82 110 46 50 ～ 80
Ｌ 115 ～ 130 16 ～ 82 110 58 50 ～ 80

（cm）



後 後

後

90・100・110・120サイズ

ホワイト イエロー ピンク ブルー

カラー

サイズ 着丈 バスト

XL 50 55 ～ 80
（cm）
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後後

（税込）
一枚 ￥1,200

（税込）

￥1,980

後バックプリント無し

後 後

後

商品番号

c21
商品番号

c20
商品番号

c16
商品番号

c36

商品番号

c15
商品番号

c8
商品番号

c6
商品番号

c5

まずはお客様がすでにお持ち
の T シャツをご用意ください。 
左の脇の下から右の脇の下ま
での寸法を計り、２倍したも
のがお客様のバスト寸法です。

計ったお客様のバスト寸法が
59cm 以下  →  90
62cm 以下  →  100
64cm 以下  →  110
66cm 以下  →  120

×２

こども用Ｔシャツ

ジュニアサイズ
チューブトップ・ホワイト

ポリエステル 65％・綿 35％
（ハワイアンファブリック使用）

ホワイト
商品番号

ck37w

サイズはちょうどいいものをお選びください。サイズ違いは思わぬ怪我の原因になります。

Ｔシャツサイズのめやす

X2



￥1,500
税込
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商品番号 325

商品番号 499

商品番号 326

商品番号 966

ブラウン
商品番号 272

ククイレイ

商品番号 111pi

ホワイト
商品番号 785

ブラック
商品番号 732

ナチュラル
商品番号 971

商品番号 963

レイ・チューブローズ
商品番号 331

商品番号 503

商品番号 332

商品番号 111y 商品番号 111ｐ

商品番号 111b 商品番号 111ｗ

デザインにもよりますが円周は 1m 前後になります。
￥1,500

税込

￥900
税込

レイ

Accessary

商品番号 969
￥980

税込



￥1,380
税込

￥1,380
税込

164cm
オープン

レイ

160cm
オープン

レイ

150cm
オープン

レイ
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Accessary
商品番号 970

商品番号 337

商品番号 209

円周 90 ｃｍ
ククイと巻貝 ブラック
商品番号 1493b

円周 80 ｃｍ
ククイと貝
ブルー
商品番号 1492bl

ブラウン
商品番号 1492br

レッド
商品番号 958r

ピンク
商品番号 958pi

円周 90 ｃｍ
ククイと巻貝ブラウン
商品番号 1493br

8 連モンゴ貝
円周 180 ｃｍ

商品番号 1495

モンゴ貝
円周 80 ｃｍ

商品番号 1497

円周 100 ｃｍ

12 連 nassa 貝
円周 150 ｃｍ

商品番号 1496

マイレとモキハナ

マイレレイ

マイレとチューブローズ

パープル
商品番号 959p

オレンジ
商品番号 959o

ホワイト
商品番号 959w

イエロー
商品番号 958y

円周 90 ｃｍ
ククイと巻貝 ナチュラル
商品番号 1493n

レイ

￥2,480
税込

￥1,800
税込

￥980
税込

￥1,800
税込

￥1,980
税込

￥2,480
税込

￥980
税込

ヘアクリップ
1484w  ￥1,980

ククイと巻貝レイブラウン
1493br  ￥1,380
ククイと巻貝ブレスレット ブラウン518  ￥900

ククイと貝
円周 80 ｃｍ

商品番号 1494bl



商品番号 
291

商品番号 
506

商品番号 
510

ナチュラル

1498n

ブラウン

1498br

ブラック

1498b

ハク 芯ゴムで長さ伸縮タイプのフリーサイズです。
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マジックテープで大きさを
調整できます。

商品番号 505

ホワイト 
商品番号 336

イエロー 
商品番号 502

商品番号 509

商品番号 315 商品番号 314 商品番号 501 商品番号 663 商品番号 269

商品番号 316 商品番号 313

ククイ・ブラック
商品番号 733

ククイ・ホワイト
商品番号 786

ククイ・ブラウン
商品番号 518

商品番号 324 商品番号 323 商品番号 964

ククイ・ナチュラル
商品番号 1507

￥4,800
税込

￥980
税込

ブレスレット ペア
￥900

税込

ペア
￥980

税込

ペア
￥980

税込

モンゴ貝・ホワイト
商品番号 1499

ブレスレット 
2 点セット　

291  ￥980

ヘアクリップ
1403wp  
￥980



ヘアコーム

￥980
税込

横 14.5cm × 
縦 11.5cm

￥980
税込

横 14cm × 縦 11cm

商品番号 1371pi

商品番号 1371pw

商品番号 1371w
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Accessary

商品番号 1346w

商品番号 1345wpi

商品番号 1329r

商品番号 934商品番号 329

商品番号 1485pi

商品番号 330

1485y 1485r1485o 1485w

商品番号 933商品番号 932

1344dry

商品番号 1344yr

1344wy 1344o

1344w

1344r

1344bl商品番号 1329w

Back

Back

Back

Back

Back

Back

Back

￥680
税込

横 8cm × 
縦 11cm

￥980
税込

横 17cm × 
縦 11cm

￥980
税込

横 8cm × 
縦 12cm

￥980
税込

横 14cm × 
縦 11cm

￥980
税込

横 16cm ×縦 12cm

ヘアコーム
1371w  ￥980

ひとつひとつ手作りですので、形は若干異なります。



ひとつひとつ手作りですので、形は若干異なります。ヘアクリップ

￥1,380
税込

横 18cm ×縦 10cm

￥1,800
税込

横 19cm ×縦 17cm

商品番号 1599bl

商品番号 1599w

商品番号 1599pi

商品番号 1599y

商品番号 1599r

商品番号 1675y

￥1,500
税込

横 20cm ×縦 15cm

Back商品番号 1591
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商品番号 1618y Back商品番号 1618pi

￥1,980
税込

横 24cm ×縦 15cm

￥1,280
税込

横 16cm ×縦 12cm

商品番号 1597o 商品番号 1597pi 商品番号 1597r 商品番号 1597w Back

Back

ヘアクリップ1599bl  ￥1,380

ヘアクリップ
1675y  ￥1,800

レイ（ククイと貝）
1492bl  ￥1,380

Back



￥1,500
税込

横 17cm ×縦 10cm

￥1,380
税込

横 22cm ×縦 16cm

￥980
税込

横 12cm ×縦 8cm
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Accessary

商品番号 1405w

Back Back

商品番号 1405p

Back商品番号 1328r

商品番号 1328pi 商品番号 1328y

商品番号 1328p商品番号 1328w

Back

商品番号 1403wp

商品番号 1403pi 商品番号 1403wr

商品番号 1403w 商品番号 1403r

Back

商品番号 1522w商品番号 1522pi 商品番号 1522r 商品番号 1522y

￥1,380
税込

横 18cm ×縦 10cm

￥1,980
税込

横 24cm ×縦 16cm

￥1,800
税込

横 25cm ×縦 14cm

商品番号 1404pw 商品番号 1404p

商品番号 1529 商品番号 1530 商品番号 1405r

商品番号 1347wy 商品番号 1347ry 商品番号 1347ypi

￥1,800
税込

横 20cm ×縦 15cm

￥300
税込

横 7cm ×縦 5.5cm

Back

Back

商品番号 1676r

ヘアクリップ
1676r  
￥1,800



￥680
税込

横 10cm ×
縦 7cm

ヘアクリップ
1484yo  ￥1,980
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商品番号 1402y 商品番号 1402w 商品番号 1402pi

商品番号 1402bl 商品番号 1402r

商品番号 1349w

商品番号 335

Back

Back

商品番号 1348w 商品番号 1348ypi
商品番号 341

商品番号 344

商品番号 342

商品番号 343

Back

Back

商品番号 1484wp商品番号 1484yo

商品番号 1484w 商品番号 1484ypi 商品番号 1484p

商品番号 1484r

￥1,980
税込

横 21cm ×縦 12cm

￥980
税込

横 15cm ×縦 8cm

￥980
税込

横 12cm ×縦 13cm

Back

商品番号 1483w

￥680
税込

横 12cm ×縦 9cm

￥980
税込

横 13cm ×縦 7cm

￥1,380
税込

横 13cm ×縦 9cm
Back

商品番号 1483pw 商品番号 1483pi

商品番号 1483y



Back

ヘアピック

Back

ヘアピック・ヘアクリップ

直径 6cm

￥300
税込
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Accessary

商品番号 1341r 商品番号 1341y 商品番号 1341wy

商品番号 1341pi 商品番号 1341wpi

ピック 1338wp
クリップ 1338wpC

ピック 1342r
クリップ 1342rC

ピック 1342y
クリップ 1342yC

ピック 1598bl
クリップ 1598blC

ピック 1598pi
クリップ 1598piC

ピック 1598r
クリップ 1598rC

ピック 1598w
クリップ 1598wC

ピック 1598y
クリップ 1598yC

ピック 1342p
クリップ 1342pC

ピック 1342pi
クリップ 1342piC

ピック 1342w
クリップ 1342wC

ピック 1342bl
クリップ 1342blC

ピック 1338wr
クリップ 1338wrC

ピック 1338pi
クリップ 1338piC

ピック 1338r
クリップ 1338rC

ピック 1338w
クリップ 1338wC

Back

直径 8cm
ピック／クリップ 各

￥500
税込

直径 7cm
ピック／クリップ 各

￥400
税込

ピック 1336r
クリップ 1336rC

ピック 1336o
クリップ 1336oC

ピック 1336pi
クリップ 1336piC

ピック 1336w
クリップ 1336wC

Back

直径 9cm
ピック／クリップ 各

￥600
税込

直径 10cm

￥300
税込

直径 6.5cm
ピック／クリップ 各

￥300
税込

Back

商品番号 1259w

商品番号 1259r

ヘアピック
1259w  ￥300



こちらの商品は在庫に限りがあり、大量注文には対応できないことがありますのでご了承ください。
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ピック 1338pi
クリップ 1338piC

商品番号 pk85

商品番号 pk117

商品番号 pk34

商品番号 pk64

商品番号 pk101商品番号 pk116

商品番号 pk115

商品番号 pk45

商品番号 pk14

商品番号 pk121

商品番号 pk19

商品番号 pk125

商品番号 pk118

商品番号 pk55 商品番号 pk52

商品番号 pk119

商品番号 pk62

商品番号 pk15

商品番号 pk122

商品番号 pk114商品番号 pk126

幅 17.5cm × 長さ 78cm

￥600
税込

パウケース
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Muumuu & Hula Dress

MU-01 サイズ表
S F LL 3L

着丈 ご希望の長さにいたします。
バスト 91 98 105 125

ウエスト 77.5 84.5 91.5 120
ヒップ 100.6 107.6 114.6 130

着丈はバックネックポイントからの寸法です。 単位：cm

商品番号 
MU-01r10

商品番号 
MU-01w1

商品番号 
MU-01b10

商品番号 
MU-01o4

こちらのムームーは、お客様のお好みの丈の長さに合わせて、
一点一点セミオーダーでお作りします。セミオーダームームー
専用のご注文用紙でご注文ください。

ハワイアンファブリック使用

すべてのムームー

￥13,800
税込

バスト・ウエスト・ヒップは変更できません。61 ページの『ムームードレスの間違えないサイズの選び方』を

▼

MU-01 
デザイン図
Front

▼

MU-01 
デザイン図
Back

商品番号 
MU-01pu5

商品番号 
MU-01g6

セミオーダームームー　MU-01



ご参照の上、サイズ表からお選びください。柄の出方は 1 枚 1 枚それぞれ異りますのでご了承下さい。
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商品番号 
MU-01r4

商品番号 
MU-01g7

商品番号 
MU-01b11

商品番号 
MU-01pu9

商品番号 
MU-01pu3

商品番号 
MU-01p8

商品番号 
MU-01b7

セミオーダームームー 
MU-01r11  
￥13,800

ヘアクリップ 
335 ￥980
レイ 
332 ￥1,500

モデルコーディネート



セミオーダームームー 
MU-0Ag2 ￥15,800
ヘアクリップ 
1591 ￥1,500
ククイレイ 
785 ￥900
ククイブレス･ホワイト 
2 点セット 
786 ￥900

モデルコーディネート

セミオーダームームー

￥13,800

￥13,800 ￥13,800 ￥13,800

MU-0A
デザイン図　
Front

MU-0A
デザイン図　
Back

こちらのムームーは、お客様の
お好みの丈の長さに合わせて
一点一点セミオーダーでお作りします。
セミオーダームームー専用の
ご注文用紙でご注文ください。

  S F LL 3L
 着　丈 ご希望の長さにいたします。 
 バスト 91cm 98cm 105cm 125cm
 ウエスト 77.5cm 84.5cm 91.5cm 120cm
 ヒップ 100.6cm 107.6cm 114.6cm 130cm

MU-0A サイズ表

M U - O A
セミオーダームームー

￥13,800

￥13,800 ￥13,800 ￥13,800

MU-0A
デザイン図　
Front

MU-0A
デザイン図　
Back

こちらのムームーは、お客様の
お好みの丈の長さに合わせて
一点一点セミオーダーでお作りします。
セミオーダームームー専用の
ご注文用紙でご注文ください。

  S F LL 3L
 着　丈 ご希望の長さにいたします。 
 バスト 91cm 98cm 105cm 125cm
 ウエスト 77.5cm 84.5cm 91.5cm 120cm
 ヒップ 100.6cm 107.6cm 114.6cm 130cm

MU-0A サイズ表

M U - O A
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Muumuu & Hula Dress

商品番号 
MU-0Ag2

商品番号 
MU-0Ao2

商品番号 
MU-0Ap1

商品番号 
MU-0Ar1

MU-0A サイズ表
S F LL 3L

着丈 ご希望の長さにいたします。
バスト 91 98 105 125

ウエスト 77.5 84.5 91.5 120
ヒップ 100.6 107.6 114.6 130

着丈はバックネックポイントからの寸法です。 （cm）

セミオーダームームー　MU-0A

ハワイアンファブリック＆バックサテン使用

▼

MU-0A 
デザイン図
Front

▼

MU-0A 
デザイン図
Back

バスト・ウエスト・ヒップは変更できません。61 ページの『ムームードレスの間違えないサイズの選び方』を

商品番号 
MU-0Abl1

すべてのムームー

￥15,800
税込



セミオーダームームー 
MU-011o1  

￥15,800
ヘアクリップ 

ホワイト 
1348w  

￥980
ピカケレイ 

969  
￥980

モデルコーディネート

MU-011 サイズ表
S F LL 3L

着丈 ご希望の長さにいたします。
バスト 91 98 110 120

ウエスト 75 82 94 112
ヒップ 98 105 112 126

着丈はバックネックポイントからの寸法です。 （cm）
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商品番号 
MU-011o1

商品番号 
MU-011bl1

商品番号 
MU-011r1

商品番号 
MU-011g1

セミオーダームームーはお客様のお好みの丈の長さに
合わせて一点一点セミオーダーでお作りします。 
セミオーダームームー専用のご注文用紙でご注文ください。

セミオーダームームー　MU-011

▼

MU-011 
デザイン図
Front

▼

MU-011 
デザイン図
Back

ご参照の上、サイズ表からお選びください。柄の出方は 1 枚 1 枚それぞれ異りますのでご了承下さい。

すべてのムームー

￥15,800
税込
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Muumuu & Hula Dress

MU-03 サイズ表
S F LL 3L

着丈 ご希望の長さにいたします。
バスト 91 98 105 125

ウエスト 74.5 81.5 88.5 120
ヒップ 98 105 112 131

着丈はバックネックポイントからの寸法です。 （cm）

商品番号 
MU-03r7

こちらのムームーは、お客様のお好みの丈の長さに合わせて 
一点一点セミオーダーでお作りします。セミオーダームームー
専用のご注文用紙でご注文ください。

ハワイアンファブリック使用

すべてのムームー

￥13,800
税込

バスト・ウエスト・ヒップは変更できません。61 ページの『ムームードレスの間違えないサイズの選び方』を

▼

MU-03 
デザイン図
Front

▼

MU-03 
デザイン図
Back

商品番号 
MU-03g5

商品番号 
MU-03b5

商品番号 
MU-03pu4

商品番号 
MU-03b10

商品番号 
MU-03r6

セミオーダームームー　MU-03
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商品番号 
MU-03r8

商品番号 
MU-03pu5

セミオーダームームー 
MU-03pu3　　  
￥13,800
ヘアコーム 
330 ￥980

モデルコーディネート

ご参照の上、サイズ表からお選びください。柄の出方は 1 枚 1 枚それぞれ異りますのでご了承下さい。

● 通常の洋服と違って、踊りが伴う衣装となりますので、 より多くの 
ゆとり寸法を必要とします。

● お客様のバスト・ウエスト・ヒップサイズを測ります。  
( ボディスーツ等を着て、ムームーを着る直前の寸法を計ります。)

● 目安としてS・F サイズで 6cm 以上、LL・３L の場合は 8～10cm 以上、
お客様の実寸より大きい サイズをお選びください。

● ハワイアンファブリックとバックサテンは伸縮性の無い素材になり 
ますのでご了承ください。

ムームードレスの間違えないサイズの選び方

商品番号 
MU-03g3

商品番号 
MU-03b7

商品番号 
MU-03p3



62  

Muumuu & Hula Dress

MU-04 サイズ表
S F LL 3L

着丈 ご希望の長さにいたします。
バスト 91 98 105 125

ウエスト 74.5 81.5 88.5 120
ヒップ 100 107 114 142

着丈はバックネックポイントからの寸法です。 単位：cm

セミオーダームームー　MU-04

こちらのムームーは、お客様のお好みの丈の長さに合わせて、
一点一点セミオーダーでお作りします。セミオーダームームー
専用のご注文用紙でご注文ください。

ハワイアンファブリック使用

すべてのムームー

￥13,800
税込

バスト・ウエスト・ヒップは変更できません。61 ページの『ムームードレスの間違えないサイズの選び方』を

▼

MU-04 
デザイン図
Front

▼

MU-04 
デザイン図
Back

商品番号 
MU-04p7

商品番号 
MU-04y1

商品番号 
MU-04b4

商品番号 
MU-04g5

商品番号 
MU-04r3

商品番号 
MU-04pu5
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ご参照の上、サイズ表からお選びください。柄の出方は 1 枚 1 枚それぞれ異りますのでご了承下さい。

商品番号 
MU-04r8

商品番号 
MU-04b7

商品番号 
MU-04b8

商品番号 
MU-04w1

商品番号 
MU-04pu3

商品番号 
MU-04g6

商品番号 
MU-04g4

セミオーダームームー 
MU-04b12 
￥13,800
ヘアクリップ ･ ホワイト 
1405w ￥1,380
レイ　　　　　　　　　　　　　
331 　￥1,500

モデルコーディネート



  FAX でのご注文
同封されているカタログ専用ご注文用紙に必要事項をご記入の上ご注文ください。 
お支払いは代金引換のみとなります（別途、代金引換手数料が 300 円かかります）。

  お電話でのご注文
平日 11：00 ～ 17：00 にお願いします。お支払いは代金引換のみとなります 

（別途、代金引換手数料が 300 円かかります）。

  送　料
全国一律 500 円です。
合計 5,000 円以上お買い上げの場合は送料が無料になります。

セミオーダームームーのご注文
セミオーダームームー専用ご注文用紙にてご注文ください。  
お支払いは銀行振込の先払いのみです。FAX でのご注文後に納期や合計金額を折り返し
ご連絡いたします。納期の目安は入金確認後 2 週間前後でのお届けとなります。

在庫が無くなり次第終了するデザインがございます。あらかじめご了承ください。 
なお、最新の在庫状況はホームページからご確認いただけます。

同じ商品でも生産ロットによっては色味に若干の差がございますのでご了承ください。

セミオーダームームーと T シャツ・7 分袖 T シャツの 3L～ 5L は特別注文となります。 
返品・交換はできませんのでご注意ください。

在庫のお問い合わせ・商品に関するご質問等、不明な点がございましたら、お気軽にお問
い合わせください。

TEL: 0570-018-518   
FAX: 047-401-3663
営業時間：平日 11：00 ～17：00
 （FAX は 24 時間受付）
定 休 日：土日祝日は定休日です　
〒273-0005 千葉県船橋市本町 1-9-11 
ドーイチビル 3 階

http://www.emika.jp/   
E-mail:info@emika.jp

フラダンス衣装
emika

JR 船橋駅 南口

ダイソー

野村證券
＊ビル地下駐車場内のエレベーターで 3階までお上がりください。

スクランブル交差点

京成船橋
駅

至東京 至千葉

JR 船橋駅 
南口より徒歩4分
京成船橋駅 東口
より徒歩3分
ドーイチビル

3Ｆ*
HULA costumes and more.

携帯からの
お買い物は
コチラ！ yahoo! ショッピング店

モバイル

ご 注 文 方 法



カタログ専用ご注文用紙
パウスカート・上下セット・ムームー・ブラウス・小物専用

TEL: 0570-018-518
受付時間：平日 11:00 ～ 17:00

FAX: 047-401-3663
受付時間：24 時間受付

•	カタログナンバー、商品番号、
注文数量、サイズと色（Ｔシャ
ツのみ）、ご住所、電話番号、
お名前等をご記入の上、FAX 
してください。

•	人気の商品は在庫切れになる 
場合がございますのでご了承く
ださい。

•	 FAX・お電話でご注文頂いた
後、在庫確認のご連絡をお電話
か FAX にて差し上げます。

•	お電話でのご注文の際は、カタ
ログ表紙にあるカタログナン
バーと商品番号（Ｔシャツの場
合はお色とサイズ）をお伝えく
ださい。こちらはカタログナン
バー 20 となります。

•	Ｔシャツの特別注文（3L・4L・
5L）の返品・交換はできません
のでご注意ください。

商品番号 注文数 金額

点 ￥

点 ￥

点 ￥

点 ￥

点 ￥

点 ￥

点 ￥

点 ￥

点 ￥

点 ￥

点 ￥

点 ￥

● お客様がご注文 FAX を送信後、弊社よりお電話か FAX にて注文確認のご連絡をいたします。 
● お客様の FAX 番号は必ずご記入ください。 
● 確認の連絡が無い場合はご注文が完了していない場合がございますので、お手数ですがお問い合わせください。

（Ｔシャツ・セミオーダームームー・ケイキの商品は、別紙の専用注文用紙にてご注文ください。）

FAX・お電話でのご注文のお客様は代金引換のみの発送となります。
お買い上げ金額に送料 500 円（全国一律）と代金引換手数料 300 円が別途かかります。
ただし、合計金額が 5000 円以上お買い上げのお客様は送料無料とさせていただきます。

カタログナンバー 20　　お客様メールアドレス：　　　　　　　　　　＠

お客様 FAX：                                                        お客様 TEL：

お届け先ご住所　〒 

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様
配達希望日：　　　月　　　日　（　　）曜日　　※九州・沖縄・北海道一部地域は 2 日かかります。
希望時間帯：□①午前中　□② 12:00～14:00　□③ 14:00～16:00　□④ 16:00～18:00
  □⑤ 18:00～20:00　□⑥ 20:00～21:00 　□⑦希望なし
※ご注文確認後の発送となりますので、配達希望日がある場合はご注意ください。※ 8 日以上先の配達日指定はできません。



交換・返品について
● お客様ご都合のお取り替え・返品の際は、商品到着後 7 日以内に必ず先にメール

(info@emika.jp) かお電話にてご注文者様ご本人からご連絡下さい ( 弊社へ交換・

返品のご連絡前に、交換・返品商品を送られますと商品を受け取ることが出来ませ

んのでご注意下さい。また、８日以上経過した場合お受けできませんのでご注意下

さい。)

● 交換・返品は、一回のご注文につき、どちらか１回のみに限らせていただきます。

● ご連絡時は１）お客様のお名前　２）ご住所　３）お電話番号　４）ご注文番号  
５）お支払方法　６）商品到着日 をご連絡下さい。

● お客様よりご連絡後、弊社より交換・返品のご案内をさせていただきますので、 

案内の手順に沿ってお手続きをお願い致します。

● タグを外されたり、一度ご使用・洗濯等をされた商品はお取り替え・返品はできま

せんのでご了承下さい。

● お客様ご都合のお取り替え・返品の際の送料は、お客様のご負担となりますので 

ご了承ください。

● 返品の際のご返金は銀行振り込みとなります（振り込み手数料がお客様のご負担と

なりますのでご了承ください）。

不良品について
● 商品は１点１点出荷前にすべて検査しておりますが、万一、発送中の破損や不良品、

あるいはご注文と違う商品が届いた場合、商品到着後 7 日以内に必ず先にメール

(info@emika.jp) か電話にてご注文者様ご本人からご連絡下さい（８日以上経過し

た場合はお受けできませんのでご注意下さい）。

● 在庫がある場合、すぐに同じ物を送らせていただきます。もし在庫がない場合は 

商品到着後、お客様ご指定の銀行口座へ５営業日以内にお振り込みさせていただき

ます 。

● お客様のお取り扱い不注意による汚れや傷、欠損等は不良品ではありませんのでお

受けすることが出来ません。また、タグを外されたり、一度ご使用・洗濯等をされ

た商品も不良原因が特定出来なくなりますのでお受け出来ません。ご了承ください。

ご購入後の交換・返品・不良品についてのご案内 



セミオーダームームー専用ご注文用紙

商品番号 サイズ 
選択してください。

ご希望丈 
BPN からの着丈の長さ 注文数 金額

ＭＵ - Ｓ ・ Ｆ ・ ＬＬ ・ ３Ｌ cm 点 ￥

ＭＵ - Ｓ ・ Ｆ ・ ＬＬ ・ ３Ｌ cm 点 ￥

ＭＵ - Ｓ ・ Ｆ ・ ＬＬ ・ ３Ｌ cm 点 ￥

ＭＵ - Ｓ ・ Ｆ ・ ＬＬ ・ ３Ｌ cm 点 ￥

ＭＵ - Ｓ ・ Ｆ ・ ＬＬ ・ ３Ｌ cm 点 ￥

ＭＵ - Ｓ ・ Ｆ ・ ＬＬ ・ ３Ｌ cm 点 ￥

ＭＵ - Ｓ ・ Ｆ ・ ＬＬ ・ ３Ｌ cm 点 ￥

ＭＵ - Ｓ ・ Ｆ ・ ＬＬ ・ ３Ｌ cm 点 ￥

ＭＵ - Ｓ ・ Ｆ ・ ＬＬ ・ ３Ｌ cm 点 ￥

ＭＵ - Ｓ ・ Ｆ ・ ＬＬ ・ ３Ｌ cm 点 ￥

ＭＵ - Ｓ ・ Ｆ ・ ＬＬ ・ ３Ｌ cm 点 ￥

ＭＵ - Ｓ ・ Ｆ ・ ＬＬ ・ ３Ｌ cm 点 ￥

● お客様がご注文 FAX を送信後、弊社よりお電話か FAX にて注文確認のご連絡をいたします。 
● お客様の FAX 番号は必ずご記入ください。 
● 確認の連絡が無い場合はご注文が完了していない場合がございますので、お手数ですがお問い合わせください。

ムームーの生地はストレッチ性がありません。目安としてS・Fサイズで6cm以上、 
LL・３Lの場合は8～10cm以上、お客様の実寸より大きい サイズをお選びください。

カタログナンバー 20　　お客様メールアドレス：　　　　　　　　　　＠

お客様 FAX：                                                        お客様 TEL：

お届け先ご住所　〒　

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

セミオーダームームーのお支払いは銀行振込の先払いのみとなります。
FAX でのご注文後に納期や合計金額を折り返しご連絡いたしますので、当店からのご連絡後５日以内
に下記の銀行口座にお振込ください。送料は無料になりますが、振込手数料はお客様負担となります
のでご了承ください。

【 振込口座 】　千葉銀行　船橋支店　普通：4395049　名義：有限会社 emika

こちらはセミオーダームームー（MU-01、MU-011、MU-0A、MU-03、MU-04）専用となります。

TEL: 0570-018-518
受付時間：平日 11:00 ～ 17:00

FAX: 047-401-3663
受付時間：24 時間受付



ご注文をいただいてから当社より注文の確認のご連絡をいたします。確認の連絡後、５日以内
にご入金をお願いいたします。入金確認後、２週間ほどで商品をお届けします。商品の枚数が多
い場合や時期によってはお日にちがかかる場合がございますので、納品日を当社よりご連絡いた
します。セミオーダームームーは特別注文になりますので、ご注文後の返品や交換はできません。 
よくサイズを確認した上でご注文ください。

セミオーダームームーの着丈はお客様の 
お好みの長さにできますので、下の説明を
ご参照の上ご注文ください。なお、変更が
できるのは着丈のみで、バスト・ウエスト・ 
ヒップの変更はできません。Ｓ～ 3L の 
中からサイズをお選びいただいてから、 
着丈の変更をするかたちになります。

セミオーダームームーをご注文の際の注意事項

MU-01 サイズ表
S F LL 3L

着丈 ご希望の長さにいたします。
バスト 91 98 105 125

ウエスト 77.5 84.5 91.5 120
ヒップ 100.6 107.6 114.6 130

着丈はバックネックポイントからの寸法です。 単位：cm

MU-011 サイズ表
S F LL 3L

着丈 ご希望の長さにいたします。
バスト 91 98 110 120

ウエスト 75 82 94 112
ヒップ 98 105 112 126

着丈はバックネックポイントからの寸法です。 （cm）

MU-0A サイズ表
S F LL 3L

着丈 ご希望の長さにいたします。
バスト 91 98 105 125

ウエスト 77.5 84.5 91.5 120
ヒップ 100.6 107.6 114.6 130

着丈はバックネックポイントからの寸法です。 （cm）

MU-03 サイズ表
S F LL 3L

着丈 ご希望の長さにいたします。
バスト 91 98 105 125

ウエスト 74.5 81.5 88.5 120
ヒップ 98 105 112 131

着丈はバックネックポイントからの寸法です。 （cm）

MU-04 サイズ表
S F LL 3L

着丈 ご希望の長さにいたします。
バスト 91 98 105 125

ウエスト 74.5 81.5 88.5 120
ヒップ 100 107 114 142

着丈はバックネックポイントからの寸法です。 単位：cm



Ｔシャツ専用ご注文用紙
TEL: 0570-018-518
受付時間：平日 11:00 ～ 17:00

FAX: 047-401-3663
受付時間：24 時間受付

半袖・七分袖Ｔシャツ専用（カタログ P28 ～ P29、P32 掲載）
半袖Ｔシャツのお色は、ホワイト・イエロー・ピンク・ブラウン・ブラックの５色、 
七分袖Ｔシャツのお色はホワイト・ブラウン・ブラックの３色のみとなります。

商品番号 サイズ 
選択してください。

色 
選択してください。 数量 金額

Ｍ ・ Ｌ ・ ＬＬ（ＸＬ） ホワイト・イエロー・ピンク・ブラウン・ブラック
点 ￥３Ｌ・４Ｌ・５Ｌ ホワイト・ブラック（３～５Ｌは２色のみ）

Ｍ ・ Ｌ ・ ＬＬ（ＸＬ） ホワイト・イエロー・ピンク・ブラウン・ブラック
点 ￥３Ｌ・４Ｌ・５Ｌ ホワイト・ブラック（３～５Ｌは２色のみ）

Ｍ ・ Ｌ ・ ＬＬ（ＸＬ） ホワイト・イエロー・ピンク・ブラウン・ブラック
点 ￥３Ｌ・４Ｌ・５Ｌ ホワイト・ブラック（３～５Ｌは２色のみ）

Ｍ ・ Ｌ ・ ＬＬ（ＸＬ） ホワイト・イエロー・ピンク・ブラウン・ブラック
点 ￥３Ｌ・４Ｌ・５Ｌ ホワイト・ブラック（３～５Ｌは２色のみ）

ストレッチＴシャツ・刺繡Ｔシャツ専用（カタログ P25 ～ P27、P30 ～ P31 掲載）
プリント・刺繡のお色によって対応していないＴシャツ色もありますのでご注意ください。

商品番号 サイズ 
選択してください。

色 
対応色から選択してください。 数量 金額

ストレッチ TC Ｍ ・ Ｌ ・ ＬＬ（ＸＬ） ホワイト・パープル・ピンク・ブラック 点 ￥

ストレッチ TC Ｍ ・ Ｌ ・ ＬＬ（ＸＬ） ホワイト・パープル・ピンク・ブラック 点 ￥

ストレッチ TC Ｍ ・ Ｌ ・ ＬＬ（ＸＬ） ホワイト・パープル・ピンク・ブラック 点 ￥

ストレッチ TC Ｍ ・ Ｌ ・ ＬＬ（ＸＬ） ホワイト・パープル・ピンク・ブラック 点 ￥

刺繡 KD Ｆ　・　ＸＬ ホワイト・ブラウン・ブラック 点 ￥

刺繡 KD Ｆ　・　ＸＬ ホワイト・ブラウン・ブラック 点 ￥

刺繡 KD Ｆ　・　ＸＬ ホワイト・ブラウン・ブラック 点 ￥

刺繡 KD Ｆ　・　ＸＬ ホワイト・ブラウン・ブラック 点 ￥

FAX・お電話でのご注文のお客様は代金引換のみの発送となります。
お買い上げ金額に送料 500 円（全国一律）と代金引換手数料 300 円が別途かかります。
ただし、合計金額が 5000 円以上お買い上げのお客様は送料無料とさせていただきます。

カタログナンバー 20　　お客様メールアドレス：　　　　　　　　　　＠

お客様 FAX：                                                        お客様 TEL：

お届け先ご住所　〒 

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様
配達希望日：　　　月　　　日　（　　）曜日　　※九州・沖縄・北海道一部地域は 2 日かかります。
希望時間帯：□①午前中　□② 12:00～14:00　□③ 14:00～16:00　□④ 16:00～18:00
  □⑤ 18:00～20:00　□⑥ 20:00～21:00 　□⑦希望なし
※ご注文確認後の発送となりますので、配達希望日がある場合はご注意ください。※ 8 日以上先の配達日指定はできません。

● お客様がご注文 FAX を送信後、弊社よりお電話か FAX にて注文確認のご連絡をいたします。 
● お客様の FAX 番号は必ずご記入ください。 
● 確認の連絡が無い場合はご注文が完了していない場合がございますので、お手数ですがお問い合わせください。



交換・返品について
● お客様ご都合のお取り替え・返品の際は、商品到着後 7 日以内に必ず先にメール

(info@emika.jp) かお電話にてご注文者様ご本人からご連絡下さい ( 弊社へ交換・

返品のご連絡前に、交換・返品商品を送られますと商品を受け取ることが出来ませ

んのでご注意下さい。また、８日以上経過した場合お受けできませんのでご注意下

さい。)

● 交換・返品は、一回のご注文につき、どちらか１回のみに限らせていただきます。

● ご連絡時は１）お客様のお名前　２）ご住所　３）お電話番号　４）ご注文番号  
５）お支払方法　６）商品到着日 をご連絡下さい。

● お客様よりご連絡後、弊社より交換・返品のご案内をさせていただきますので、 

案内の手順に沿ってお手続きをお願い致します。

● タグを外されたり、一度ご使用・洗濯等をされた商品はお取り替え・返品はできま

せんのでご了承下さい。

● お客様ご都合のお取り替え・返品の際の送料は、お客様のご負担となりますので 

ご了承ください。

● 返品の際のご返金は銀行振り込みとなります（振り込み手数料がお客様のご負担と

なりますのでご了承ください）。

不良品について
● 商品は１点１点出荷前にすべて検査しておりますが、万一、発送中の破損や不良品、

あるいはご注文と違う商品が届いた場合、商品到着後 7 日以内に必ず先にメール

(info@emika.jp) か電話にてご注文者様ご本人からご連絡下さい（８日以上経過し

た場合はお受けできませんのでご注意下さい）。

● 在庫がある場合、すぐに同じ物を送らせていただきます。もし在庫がない場合は 

商品到着後、お客様ご指定の銀行口座へ５営業日以内にお振り込みさせていただき

ます 。

● お客様のお取り扱い不注意による汚れや傷、欠損等は不良品ではありませんのでお

受けすることが出来ません。また、タグを外されたり、一度ご使用・洗濯等をされ

た商品も不良原因が特定出来なくなりますのでお受け出来ません。ご了承ください。

ご購入後の交換・返品・不良品についてのご案内 



ケイキ専用ご注文用紙

•	カタログナンバー、商品番号、注文
数量、サイズと色（Ｔシャツのみ）、
ご住所、電話番号、お名前等をご記
入の上、FAX してください。

•	人気の商品は在庫切れになる場合が
ございますのでご了承ください。

•	 FAX・ お 電 話 で ご 注 文 頂 い た 後、 
在庫確認のご連絡をお電話か FAX
にて差し上げます。

•	お電話でのご注文の際は、カタログ
表紙にあるカタログナンバーと商品
番号（Ｔシャツの場合はお色とサイ
ズ）をお伝えください。こちらはカ
タログナンバー 20 となります。

ケイキ（こども）上下セット・小物・その他
商品番号 注文数 金額

点 ￥

点 ￥

点 ￥

点 ￥

点 ￥

点 ￥

点 ￥

点 ￥

点 ￥

点 ￥

ケイキ（こども）Ｔシャツ専用　お色は、ホワイト・イエロー・ピンク・ブルーの４色。
 ※デザインのよって対応していない色もありますのでご注意ください。

商品番号 サイズ 
選択してください。

色 
対応色から選択してください。 数量 金額

90  ・  100  ・  110  ・  120 ホワイト・イエロー・ピンク・ブルー 点 ￥

90  ・  100  ・  110  ・  120 ホワイト・イエロー・ピンク・ブルー 点 ￥

90  ・  100  ・  110  ・  120 ホワイト・イエロー・ピンク・ブルー 点 ￥

90  ・  100  ・  110  ・  120 ホワイト・イエロー・ピンク・ブルー 点 ￥

TEL: 0570-018-518
受付時間：平日 11:00 ～ 17:00

FAX: 047-401-3663
受付時間：24 時間受付

FAX・お電話でのご注文のお客様は代金引換のみの発送となります。
お買い上げ金額に送料 500 円（全国一律）と代金引換手数料 300 円が別途かかります。
ただし、合計金額が 5000 円以上お買い上げのお客様は送料無料とさせていただきます。

カタログナンバー 20　　お客様メールアドレス：　　　　　　　　　　＠

お客様 FAX：                                                        お客様 TEL：

お届け先ご住所　〒 

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様
配達希望日：　　　月　　　日　（　　）曜日　　※九州・沖縄・北海道一部地域は 2 日かかります。
希望時間帯：□①午前中　□② 12:00～14:00　□③ 14:00～16:00　□④ 16:00～18:00
  □⑤ 18:00～20:00　□⑥ 20:00～21:00 　□⑦希望なし
※ご注文確認後の発送となりますので、配達希望日がある場合はご注意ください。※ 8 日以上先の配達日指定はできません。

● お客様がご注文 FAX を送信後、弊社よりお電話か FAX にて注文確認のご連絡をいたします。 
● お客様の FAX 番号は必ずご記入ください。 
● 確認の連絡が無い場合はご注文が完了していない場合がございますので、お手数ですがお問い合わせください。



おこさまの安全のために
● 商品の梱包財（ビニール袋や包装紙）は事故に繋がる恐れがございます。破ったり、口に

いれたりされませんようご注意ください。

● チューブトップの首紐は保護者様の管理の下、締め付けすぎないように調整してください。

● 湿疹・かゆみ等、皮膚に異常が発生した場合は、直ちに着用を中止し、専門医にご相談さ
れますようお願いいたします。

● 商品を選ぶ際は、お子様に丁度良いサイズをお選びください（長すぎるスカートは、 

転倒等の怪我や事故に、小さ過ぎる衣装はお子様の体調不良につながる恐れがございます）。

交換・返品について
● お客様ご都合のお取り替え・返品の際は、商品到着後 7 日以内に必ず先にメール (info@

emika.jp) かお電話にてご注文者様ご本人からご連絡下さい ( 弊社へ交換・返品のご連絡
前に、交換・返品商品を送られますと商品を受け取ることが出来ませんのでご注意下さい。
また、８日以上経過した場合お受けできませんのでご注意下さい。)

● 交換・返品は、一回のご注文につき、どちらか１回のみに限らせていただきます。

● ご連絡時は１）お客様のお名前　２）ご住所　３）お電話番号　４）ご注文番号　５）お支払方法　
６）商品到着日 をご連絡下さい。

● お客様よりご連絡後、弊社より交換・返品のご案内をさせていただきますので、案内の 
手順に沿ってお手続きをお願い致します。

● タグを外されたり、一度ご使用・洗濯等をされた商品はお取り替え・返品はできませんの
でご了承下さい。

● お客様ご都合のお取り替え・返品の際の送料は、お客様のご負担となりますのでご了承く
ださい。

● 返品の際のご返金は銀行振り込みとなります（振り込み手数料がお客様のご負担となりま
すのでご了承ください）。

不良品について
● 商品は１点１点出荷前にすべて検査しておりますが、万一、発送中の破損や不良品、 

あるいはご注文と違う商品が届いた場合、商品到着後 7 日以内に必ず先にメール (info@

emika.jp) か電話にてご注文者様ご本人からご連絡下さい（８日以上経過した場合はお受け

できませんのでご注意下さい）。

● 在庫がある場合、すぐに同じ物を送らせていただきます。もし在庫がない場合は商品到着後、
お客様ご指定の銀行口座へ５営業日以内にお振り込みさせていただきます 。

● お客様のお取り扱い不注意による汚れや傷、欠損等は不良品ではありませんのでお受けす
ることが出来ません。また、タグを外されたり、一度ご使用・洗濯等をされた商品も不良
原因が特定出来なくなりますのでお受け出来ません。ご了承ください。

ご購入後のご注意と交換・返品・不良品についてのご案内 


