EST.1837

HERITAGE・DESIGN・QUALITY
MADE IN ENGLAND

歴史あるイギリス製のウールマフラー。
高品質なメリノウールを使用した
伝統のチェック柄です。

S CA R F

スカーフ

EST.1837

HERITAGE・DESIGN・QUALITY
MADE IN ENGLAND

バックデン アモライト

ピンク プレイド

Pure Merino Wool

ティール ベージュ ブロック

バックデン アモライト
（メリノウール）
本体価格 ￥ 3,500
0385017000

JAN4992272627336

マフラー／H180×W25cm（フリンジ含めず）
●ウール100%

英国製

ピンク プレイド
（メリノウール）
本体価格 ￥ 3,500
0385017100

JAN4992272627343

マフラー／H180×W25cm（フリンジ含めず）
●ウール100%

英国製

ティール ベージュ ブロック
（メリノウール）
本体価格 ￥ 3,500
0385017200

JAN4992272627350

マフラー／H180×W25cm（フリンジ含めず）
●ウール100%
MA DE IN

UNITED
KINGDOM

イングルバラ シルバー
（メリノウール）

M O O N /ムーン

本体価格 ￥ 3,500
0385017900

JAN4992272627428

マフラー／H180×W25cm（フリンジ含めず）

【伝統・デザイン・品質】

●ウール100%

英国製

コウム シルバー
（メリノウール）

1837年の創業から、180年もの間、最高のウール製品を作り続けていま
す。築いてきた伝統に誇りを持つとともに、近代的で、革新的なデザイン

本体価格 ￥ 3,500

との融合にも挑戦し染色から紡績、製織から仕上げまでを一手に担い、

0385018000

JAN4992272627435

マフラー／H180×W25cm（フリンジ含めず）

その品質の素晴らしさで、お客様からの信頼を勝ち得ています。

●ウール100%

1996年にはバッキンガム宮殿にて表彰され、近年では、オバマ大統領が

英国製

ブロック ウィンドウペーン
（メリノウール）

ムーンを訪れた際にホワイトハウスの椅子生地として選ばれています。ム
ーンの生地は歴史ある城、由緒ある名家だけでなく、五ツ星ホテルでも

本体価格 ￥ 3,500
0385018100

見受けられます。

JAN4992272627442

マフラー／H180×W25cm（フリンジ含めず）
●ウール100%

イングルバラ シルバー
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英国製

コウム シルバー

ブロック ウィンドウペーン

英国製
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英国ヨークシャーのMOON社のツイード生地は未加工の羊毛から、染色、紡績、生地の仕上げまで全ての生産工程を
一貫して英国の自社工場内で行っており、古き良き時代の伝統と品質を守り続け、世界中のツイードファンを魅了しています。

S HAW L

ショール

羽織っても巻いてもお洒落なショール。
大判サイズで、とてもあたたか
寒い季節のご旅行やスポーツ観戦
アウトドアにもオススメです。

Pure Merino Wool

STOLE
ストール

バックデン アモライト
（メリノウール）

Pure Merino Wool

本体価格 ￥ 10,000

英国老舗ブランドの、
やわらかな素材
ブランケットとしても
お愉しみ頂ける
上質なストールです。

Pure Merino Wool

ピンク プレイド
（メリノウール）

0385017600

本体価格 ￥ 10,000

JAN4992272627398

0385017700

JAN4992272627404

ショール／H125×W140cm（フリンジ含めず）

ショール／H125×W140cm（フリンジ含めず）

●ウール100%

●ウール100%

英国製

英国製

ティール ベージュ ブロック
（メリノウール）
本体価格 ￥ 10,000
0385017800

JAN4992272627411

ショール／H125×W140cm（フリンジ含めず）
●ウール100%

バックデン アモライト
（メリノウール）

ピンク プレイド
（メリノウール）

本体価格 ￥ 8,000
0385017300
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ティール ベージュ ブロック
（メリノウール）

本体価格 ￥ 8,000

JAN4992272627367

0385017400

本体価格 ￥ 8,000

JAN4992272627374

0385017500

JAN4992272627381

ストール／H170×W70cm（フリンジ含めず）

ストール／H170×W70cm（フリンジ含めず）

ストール／H170×W70cm（フリンジ含めず）

●ウール100%

●ウール100%

●ウール100%

英国製

英国製

英国製

英国製
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伝 統のブレザーストライプを
まと

纏った口金ポーチシリーズ。
「ブレザー」の始まりはケンブリッジ大
学のレディー・マーガレット・ボート・ク
ラブの学生が着用をしたことから始ま
りました。
1880年代にはイギリスの大学のクリ
ケット・テニス・ボートクラブの学生が
「燃え立つような色彩」をしたストラ
イプ柄のジャケットを着たことからも知

CUSHION COVER

られています。

英国
（MOON社）
生地使用

英国
（MOON社）
生地使用

ピンク

英国（MOON社）生地使用

ブレザーストライプ
（織りネーム）
本体価格 ￥ 1,200
コインケース／H9×W10×D2cm

英国
（MOON社）
生地使用

イエロー

チャコール

英国
（MOON社）
生地使用

〈グレー〉

〈ネイビー〉

0405003900
JAN4992272664669

0405004000
JAN4992272664676

●表生地：ウール60％・綿40％、中生地：ポリエステル100％
●カラー／グレー・ネイビー

ブレザーストライプ
（織りネーム）

〈グレー〉

0405005900
本体価格 ￥ 1,500
ポーチ（S）／H10×W14×D3cm JAN4992272664812

〈ネイビー〉
0405006000
JAN4992272664829

●表生地：ウール60％・綿40％、中生地：ポリエステル100％
●カラー／グレー・ネイビー

ピンク
パープル

グレー

ブルー

英国（MOON社）生地使用

ブレザーストライプ
（織りネーム）
本体価格 ￥ 2,400
ポーチ（L）／H16×W20×D4cm

〈グレー〉

〈ネイビー〉

0405006900
JAN4992272664911

0405007000
JAN4992272664928

●表生地：ウール60％・綿40％、中生地：ポリエステル100％
●カラー／グレー・ネイビー
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パテレー
（ウール）

英国
（MOON社）
生地使用

ブレザーストライプ
（織りネーム）

〈グレー〉

0405007900
本体価格 ￥ 1,500
ペンケース／H7.5×W18cm JAN4992272665017

デニム

マルチスポット
（ウール）

本体価格 ￥ 3,000

レッド

メルボルンブリック
（ウール）

本体価格 ￥ 3,000

本体価格 ￥ 3,000

〈ネイビー〉

〈ピンク〉0385013200

JAN4992272627480

〈チャコール〉0385013500

JAN4992272627459

〈イエロー〉0385013800

JAN4992272627510

0405008000
JAN4992272665024

〈パープル〉0385013300

JAN4992272627497

〈グレー〉0385013600

JAN4992272627466

〈ピンク〉0385013900

JAN4992272627527

〈ブルー〉0385013400

JAN4992272627503

〈デニム〉0385013700

JAN4992272627473

〈レッド〉0385014000

JAN4992272627534

●表生地：ウール60％・綿40％、中生地：ポリエステル100％
●カラー／グレー・ネイビー
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クッションカバー／H45×W45cm

クッションカバー／H45×W45cm

クッションカバー／H45×W45cm

●ウール100％
●カラー／ピンク・パープル・ブルー

●ウール100％
●カラー／チャコール・グレー・デニム

●ウール100％
●カラー／イエロー・ピンク・レッド

