
Annee-Patterns 2018　春夏福袋品番別生地リスト
福袋品番 生地数量 生地番号 生地特徴 色 原産国 生地適用

18SS001 ¥14,000

2.5M 生地コード3 スペイン産コットンプリント グレー系 SPAIN ワンピース・ブラウス・スカート

備考

2.1M 生地コード1 イタリア産コットンストレッチ 白・オフ系 ITALY コート・ジャケット・パンツ・スカート

備考

1.8M 生地コード4 レーヨンプリント モノクロ USA ワンピース・ブラウス・スカート

備考

1.0M 生地コード2 イタリア産スカート用シルク混 グリーン・カーキ系 ITALY スカート

備考

1/10 ページ



福袋品番 生地数量 生地番号 生地特徴 色 原産国 生地適用

18SS002 ¥15,000

3.3M 生地コード6 ETROコットンプリント 紺・ブルー系 ITALY ワンピース・ブラウス・スカート

備考

2.5M 生地コード5 フランス産ナイロンストレッチ 白・オフ系 FRANCE コート・ジャケット・パンツ・スカート

耳汚れあり、有効幅に影響なし備考

2.0M 生地コード8 テンセルジャージー 赤・ピンク系 JAPAN トップス・カーディガン

備考

0.9M 生地コード36

クチュール系ハギレ備考

0.8M 生地コード9 イタリア産コットン グリーン・カーキ系 ITALY タンクトップ

備考

18SS003 ¥17,000

2.5M 生地コード5 フランス産ナイロンストレッチ 白・オフ系 FRANCE コート・ジャケット・パンツ・スカート

耳汚れあり、有効幅に影響なし備考

1.9M 生地コード26 イタリア産クチュールコットンジャージ 赤・ピンク系 ITALY タンクトップ・トップス・ワンピース

備考

1.6M 生地コード10 フランス産シルクエンブロイダリー 紺・ブルー系 FRANCE ワンピース・スカート

備考
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福袋品番 生地数量 生地番号 生地特徴 色 原産国 生地適用

18SS004 ¥15,000

2.5M 生地コード1 イタリア産コットンストレッチ 白・オフ系 ITALY コート・ジャケット・パンツ・スカート

備考

1.9M 生地コード12 インド産コットンプリント 黒・チャコール系 USA ブラウス・スカート

備考

1.8M 生地コード11 GIORGE ARMANI刻印入り麻 ベージュ系 ITALY ワンピース・スカート

備考

18SS005 ¥15,000

2.5M 生地コード1 イタリア産コットンストレッチ 白・オフ系 ITALY コート・ジャケット・パンツ・スカート

備考

1.8M 生地コード11 GIORGE ARMANI刻印入り麻 ベージュ系 ITALY ワンピース・スカート

備考

1.2M 生地コード13 イタリア産レース 黒・チャコール系 ITALY ブラウス・スカート

備考
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福袋品番 生地数量 生地番号 生地特徴 色 原産国 生地適用

18SS006 ¥14,000

2.5M 生地コード5 フランス産ナイロンストレッチ 白・オフ系 FRANCE コート・ジャケット・パンツ・スカート

耳汚れあり、有効幅に影響なし備考

2.5M 生地コード14 レオパードプリントトリコット 茶・カーキ系 ITALY トップス・ワンピース・スカート

備考

2.0M 生地コード15 テンセルジャージー 黒・チャコール系 JAPAN トップス・カーディガン

備考

0.8M 生地コード37 リトアニア産シャンブレー麻 赤・ピンク系 リトアニア タンクトップ

備考

18SS007 ¥14,000

2.5M 生地コード14 レオパードプリントトリコット 茶・カーキ系 ITALY トップス・ワンピース・スカート

備考

2.5M 生地コード5 フランス産ナイロンストレッチ 白・オフ系 FRANCE コート・ジャケット・パンツ・スカート

耳汚れあり、有効幅に影響なし備考

2.0M 生地コード15 テンセルジャージー 黒・チャコール系 JAPAN トップス・カーディガン

備考

0.8M 生地コード38 イタリア産麻 茶・カーキ系 ITALY タンクトップ

備考

4/10 ページ



福袋品番 生地数量 生地番号 生地特徴 色 原産国 生地適用

18SS008 ¥9,000

2.5M 生地コード16 イタリア産ウールレーヨンサージスト カーキ・グレー系 ITALY ジャケット・パンツ・スカート

前回重複商品備考

2.5M 生地コード3 スペイン産コットンプリント グレー系 SPAIN ワンピース・ブラウス・スカート

備考

2.0M 生地コード21 国産合繊ジャージー 黒・チャコール系 JAPAN ワンピース・スカート

備考

0.8M 生地コード39 イタリア産コットン無地 赤・ピンク系 ITALY タンクトップ

備考

18SS009 ¥16,000

3.0M 生地コード7 ETROコットンプリント 白・オフ系 ITALY ワンピース・ブラウス・スカート

備考

1.9M 生地コード16 イタリア産ウールレーヨンサージスト カーキ・グレー系 ITALY ジャケット・パンツ・スカート

前回重複商品備考

1.4M 生地コード5 フランス産ナイロンストレッチ 白・オフ系 FRANCE コート・ジャケット・パンツ・スカート

耳汚れあり、有効幅に影響なし備考

0.9M 生地コード2 イタリア産スカート用シルク混 グリーン・カーキ系 ITALY スカート

備考
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福袋品番 生地数量 生地番号 生地特徴 色 原産国 生地適用

18SS010 ¥9,000

2.0M 生地コード17 イタリア産ウールストレッチ 茶・カーキ系 ITALY パンツ・スカート

ドレープがきれいなのでフレアーやギャザースカートに備考

1.5M 生地コード18 イタリア産コットンストレッチ グリーン・カーキ系 ITALY ワンピース・パンツ・スカート

前回重複商品備考

1.5M 生地コード19 イタリア産レーヨンジャガード無地 白・オフ系 ITALY ワンピース・パンツ・スカート

前回重複商品備考

1.4M 生地コード7 ETROコットンプリント 白・オフ系 ITALY ワンピース・ブラウス・スカート

傷あり、有効丈1.4備考

18SS011 ¥10,000

2.0M 生地コード17 イタリア産ウールストレッチ 茶・カーキ系 ITALY パンツ・スカート

備考

1.6M 生地コード6 ETROコットンプリント 紺・ブルー系 ITALY ワンピース・ブラウス・スカート

備考

1.5M 生地コード19 イタリア産レーヨンジャガード無地 白・オフ系 ITALY ワンピース・パンツ・スカート

前回重複商品備考

1.5M 生地コード18 イタリア産コットンストレッチ グリーン・カーキ系 ITALY ワンピース・パンツ・スカート

前回重複商品備考
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福袋品番 生地数量 生地番号 生地特徴 色 原産国 生地適用

18SS012 ¥14,000

2.5M 生地コード1 イタリア産コットンストレッチ 白・オフ系 ITALY コート・ジャケット・パンツ・スカート

備考

2.0M 生地コード21 国産合繊ジャージー 黒・チャコール系 JAPAN ワンピース・スカート

備考

1.7M 生地コード3 スペイン産コットンプリント グレー系 SPAIN ワンピース・ブラウス・スカート

備考

1.5M 生地コード22 イタリア産コットンストレッチ 紺・ブルー系 ITALY パンツ・スカート

備考

0.7M 生地コード2 イタリア産スカート用シルク混 グリーン・カーキ系 ITALY スカート

備考

18SS013 ¥14,000

2.5M 生地コード5 フランス産ナイロンストレッチ 白・オフ系 FRANCE コート・ジャケット・パンツ・スカート

耳汚れあり、有効幅に影響なし備考

2.0M 生地コード21 国産合繊ジャージー 黒・チャコール系 JAPAN ワンピース・スカート

備考

1.6M 生地コード23 リントンミックスツィード 紫系 ENGLAND ジャケット・ワンピース

備考

0.8M 生地コード24 リトアニア麻ジャガード グリーン・カーキ系 リトアニア スカート

備考
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福袋品番 生地数量 生地番号 生地特徴 色 原産国 生地適用

18SS014 ¥16,000

2.5M 生地コード3 スペイン産コットンプリント グレー系 SPAIN ワンピース・ブラウス・スカート

備考

1.5M 生地コード27 イタリア産パンツに最適コットン混 白・オフ系 ITALY パンツ・スカート

備考

1.4M 生地コード25 リントンミックスツィード ベージュ系 ENGLAND ジャケット・ワンピース

備考

1.0M 生地コード26 イタリア産クチュールコットンジャージ 赤・ピンク系 ITALY タンクトップ・トップス・ワンピース

備考

18SS015 ¥12,000

2.5M 生地コード3 スペイン産コットンプリント グレー系 SPAIN ワンピース・ブラウス・スカート

備考

2.0M 生地コード21 国産合繊ジャージー 黒・チャコール系 JAPAN ワンピース・スカート

備考

1.4M 生地コード28 イタリア産コットンジャガード ベージュ系 ITALY ワンピース・スカート

備考

1.0M 生地コード40 イタリア産リネン 白・オフ系 ITALY タンクトップ

備考

0.8M 生地コード29 リトアニア麻ジャガード イエロー系 リトアニア スカート

備考
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福袋品番 生地数量 生地番号 生地特徴 色 原産国 生地適用

18SS016 ¥14,000

2.0M 生地コード8 テンセルジャージー 赤・ピンク系 JAPAN トップス・カーディガン

備考

2.0M 生地コード21 国産合繊ジャージー 黒・チャコール系 JAPAN ワンピース・スカート

備考

1.6M 生地コード30 リントンミックスツィード ベージュ系 ENGLAND ジャケット・ワンピース

備考

0.9M 生地コード6 ETROコットンプリント 紺・ブルー系 ITALY ワンピース・ブラウス・スカート

備考

18SS017 ¥16,000

3.0M 生地コード7 ETROコットンプリント 白・オフ系 ITALY ワンピース・ブラウス・スカート

備考

2.7M 生地コード32 フランス産ウール混 黒・チャコール系 FRANCE ジャケット・ワンピース・スカート・パ

備考

1.4M 生地コード31 イタリア産コットン混無地 イエロー系 ITALY ワンピース・スカート

備考

0.8M 生地コード33 イタリア産コットンストレッチ 茶・カーキ系 ITALY スカート

備考

0.7M 生地コード19 イタリア産レーヨンジャガード無地 白・オフ系 ITALY ワンピース・パンツ・スカート

前回重複商品備考
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福袋品番 生地数量 生地番号 生地特徴 色 原産国 生地適用

18SS018 ¥15,000

3.8M 生地コード34 イタリア産コットンジャガードニット 白・オフ系 ITALY ジャケット・ワンピース・トップス

4.8/3.8ｍ傷マークありですがほとんどわかりません。備考

2.5M 生地コード14 レオパードプリントトリコット 茶・カーキ系 ITALY トップス・ワンピース・スカート

備考

1.0M 生地コード10 フランス産シルクエンブロイダリー 紺・ブルー系 FRANCE ワンピース・スカート

備考

0.8M 生地コード35 ボッテガベネタ使用、シルクツィード オレンジ・サーモン ITALY スカート

備考
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