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バリエーション 編/織 先染/後染 素材

圧縮ニットに張り腰と反発感を付与。シャープでありながら体に添いやすい。 A02 A03

太番手 ver. 太番手使用により嵩高。 A06

細番手 ver. 細番手使用により表面感が良好。 A01

ビーバー ver. ビーバー仕上げ。 A04

シルキー ver. 表面にウール本来の上品な光沢を持たせた仕上がり。 A05

サラサラクールR レーヨンニットの張り腰仕上げ。 編 後 レーヨン100 A07 A10

マイクロシャルム 極微細な起毛によるピーチスキン仕上げ。 編 先/後 A08

マイクロカット マイクロシャルムよりも毛羽を出し、よりしなやかな風合いに仕上げた。 編 先/後 A09

オリンピア セルロースニットを 適度な光沢を保ちながらも肌触りの良い柔らかな風合に仕上げた。 A11

比較用 レギュラー仕上げ セルロースニットの弊社通常仕上げ。 A11-R

W-FINE シルキー シャープな表面感と上品な光沢のシルキータッチに仕上げ。 編 後 ウール100 A12

ソフトウォッシャブル マシンウォッシュ対応ウール。従来品を改良し、風合良好な仕上がり。 C03

比較用 従来ウォッシャブル マシンウォッシュ対応ウール。従来品。 C03-R1

比較用 未加工 ウォッシャブル加工前。 C03-R2

ウール織物用 2wayストレッチ加工。 織 先/後 C04

SSB ver. ブラックフォーマル向けの超深色仕上げ。 織 後 C05 C08

美ライトW ver. 耐久光沢仕上げ。 織 先/後 C07

ディープ美ライト ver. 耐久光沢仕上げに深色加工も付与。 織 後 C09

ウール本来の味を追求した、軽量感のあるフラノ仕上げ。 C10

硬質加工 ver. 硬さを付与したオイルカット風仕上げ。 C11

NEOストレッチJ ウールを改質することでポリウレタン入りの様なストレッチ感を付与。 編 後 ウール100 N16 N23

アクアレジェンドW ニット素材の織物風加工。ヨコ伸度はそのままにタテ伸度を抑制。 編 後 ウール100 N15 N22

ヴィーナス・ティア マシンウォッシュ対応レーヨン。耐洗濯性・抗ピリング性・撥水性あり。 編 後 レーヨン混 N13

エア・ウール ウール素材に極限の軽さとソフトな落ち感を与えた。手洗い（106法）対応。 編 後 ウール100 N24 N25

エア・クレーター ウール用 生地表面にクレーター調の凹凸を付与しニュアンスを出した。 編 後 ウール100 N14 N21

オーロラ・シャイン セルロースニット用 耐久光沢加工。蒸気や水にも強く、弱洗濯が可能。 編 先/後 N01 N05 N09 N17

オメガ・クロス 適度な張りのある目風の綺麗な仕上げ。ストレッチバック良好。 編 先/後 N02 N06 N10 N12 N18

コスモ・メモリー 毛羽のない表面感でありながら嵩高さを併せ持つ。 編 後 N03

サフィール 綿素材のスーパークリア仕上げ。無駄な毛羽を徹底的に抑えた。 編 後 N08 N19

プラチナヴェール 綿・化繊用 高密度ピーチ調加工。繊細なパウダータッチの心地よい肌触り。 編 先/後 N04 N07 N20

リソルト 柔軟で腰のないレーヨンニットを、特殊な方法で目詰めし張り腰を与えた。 編 後 レーヨン100 N11

フィブレス 家庭洗濯対応シルク。洗濯時の白化を抑制する。蝶理MODA、日本蚕毛染色と共同で開発。 織/編 後 シルク100 L01
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生地名 特長 編/織 先染/後染 素材

485S8795-2 バックカット多色チェックジャガード しなやかな落ち感とカラーミックス 編 先 レーヨン76 　ポリエステル24

485S8794AC2 バックカット千鳥ジャガード 光沢と落ち感　クリアな発色 編 先 レーヨン76 ポリエステル24

355C2380 ウール×ソロ　プレーティング 1/90の繊細なコンパクトさ、ストレッチ感 編 後 ウール67　ポリエステル33

483C1672N ウール起毛ボーダー 軽さと温かみ 編 先 ウール73  ポリエステル27

STJ17-M 2/90天竺ミルド スーパー120’Sの繊細なミルドタッチ 編 後 ウール100

K1061A アルパカループ　ハーフカット スーリーアルパカ使用のユニークなループカットチェック 織 先 ウール48　アルパカ34　ナイロン18

K1060 アルパカ　ループチェック ループ使用の変化チェック 織 先 ウール60 アルパカ20 アクリル12 ナイロン8

K1065D ニット風　織ツイード 意匠糸入りのストレッチツイード 織 先 ウール52 C18 アクリル13 ナイロン9 アルパカ5 モダール3

E7683A-B アルパカモヘア　エアーフラノ 重厚な表情ながら、軽くて柔らかいアルパカ混フラノ 織 先 ウール60 ナイロン16 アルパカ14 モヘア9 ポリウレタン1
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