4インチストライプ ラグビージャージ(ユニセックス)

14 グレージュ

10 ホワイト

55 ワラビーズ
オレンジ

29 ネイビー

BG ブルーグレー

64 ピンク
ニュージーランドで生まれたディティール、仕様を継承し、コットンにポリエステルをブレンドしたRUGGER LOOP®
（ラガーループ®）を使用したスタンダードラグビージャージです。
このヘヴィーウェイトにニッティングされた素材は重厚でありながら、風合いの良さが特徴でフィールドを選ばず、
幅広いシーンで末長く愛用できます。また、ラグビーの母国イングランドで使われてきた比翼仕立ての前立てや、接
ぎ目のない筒編み仕様のカフス、裾スリットのバータックなど、カンタベリーのアイデンティティーが詰まったアイ
テムです。
単体での着用はもちろん、様々なレイヤリングでラガースタイルが楽しめます。
＊この製品はユニセックス（男女共用）モデルになります。

商品名
素材

4インチストライプ ラグビージャージ(ユニセックス)

本体：コットン60％

ポリエステル40％／衿：コットン100％

本体価格 10,780円(税込)

組合員価格 9,700円(税込)
サイズ寸法（実寸）

カラー番号カラー

Sサイズ

10 ホワイト

身丈64 身幅51 肩幅47 袖丈58 裾幅51 袖口幅9

14 グレージュ

Mサイズ
身丈67 身幅54 肩幅49 袖丈60 裾幅54 袖口幅10

29 ネイビー

Lサイズ

55 ワラビーズオレンジ

身丈70 身幅57 肩幅51 袖丈62 裾幅57 袖口幅10

64 ピンク

XLサイズ

BG ブルーグレー

身丈73 身幅60 肩幅54 袖丈64 裾幅60 袖口幅11
3Lサイズ

ソリッドカラー ラグビージャージ(ユニセックス)

11 オフホワイト 20 ブルーグレー

41 ミント

29 ネイビー

53 レモンイエロー

15 ミディアムグレー
ニュージーランドで生まれたディティール、仕様を継承し、コットンにポリエステルをブレンドしたRUGGER LOOP®

（ラガーループ®）を使用したスタンダードラグビージャージです。このヘヴィーウェイトにニッティングされた素材
は重厚でありながら、風合いの良さが特徴でフィールドを選ばず、幅広いシーンで末長く愛用できます。また、ラグ
ビーの母国イングランドで使われてきた比翼仕立ての前立てや、裾スリットのバータックなど、カンタベリーのアイデ
ンティティーが詰まったアイテムです。
単体での着用はもちろん、様々なレイヤリングでラガースタイルが楽しめます。＊この製品はユニセックス（男女共
用）モデルになります。

商品名

ソリッドカラー ラグビージャージ(ユニセックス)

本体：コットン60％

ポリエステル40％／衿：コットン100％

本体価格 8,690円(税込)

組合員価格 7,820円(税込)
サイズ寸法（実寸）

カラー番号カラー

XSサイズ

11 オフホワイト

身丈61 身幅48 肩幅45 袖丈21 裾幅48 袖口幅18

15 ミディアムグレー

Sサイズ
身丈64 身幅51 肩幅47 袖丈22 裾幅51 袖口幅18

20 ブルーグレー

Mサイズ

29 ネイビー

身丈67 身幅54 肩幅49 袖丈23 裾幅54 袖口幅19

41 ミント

Lサイズ

53 レモンイエロー

身丈70 身幅57 肩幅51 袖丈24 裾幅57 袖口幅19
XLサイズ
身丈73 身幅60 肩幅53 袖丈25 裾幅60 袖口幅20
3Lサイズ

身丈76 身幅63 肩幅55 袖丈26 裾幅63 袖口幅20

4インチストライプ ラグビージャージ(ユニセックス)

30 アイボリー

34 カーキ

64 ピンク

BG ブルーグレー

53 レモンイエロー

29 ネイビー
ニュージーランドで生まれたディティール、仕様を継承し、コットンにポリエステルをブレンドしたRUGGER LOOP®

（ラガーループ®）を使用したスタンダードラグビージャージです。このヘヴィーウェイトにニッティングされた素材
は重厚でありながら、風合いの良さが特徴でフィールドを選ばず、幅広いシーンで末長く愛用できます。また、ニュー
ジーランド発祥のループ状に繋げたカンタベリーオリジナルネックラインの衿や、裾スリットのバータックなど、カン
タベリーのアイデンティティーが詰まったアイテムです。
単体での着用はもちろん、様々なレイヤリングでラガースタイルが楽しめます。
＊この製品はユニセックス（男女共用）モデルになります。
※サイズによって裾のボーダー柄の出方が異なります。予めご了承ください。

商品名

4インチストライプ ラグビージャージ(ユニセックス)

本体：コットン60％

ポリエステル40％／衿：コットン100％

本体価格 9,790円(税込)

組合員価格 8,810円(税込)
サイズ寸法（実寸）

カラー番号カラー

Sサイズ

29 ネイビー

身丈64 身幅51 肩幅47 袖丈22 裾幅51 袖口幅18

30 アイボリー

Mサイズ

身丈67 身幅54 肩幅49 袖丈23 裾幅54 袖口幅19

34 カーキ

Lサイズ

53 レモンイエロー

身丈70 身幅57 肩幅51 袖丈24 裾幅57 袖口幅19

64 ピンク

XLサイズ

BG ブルーグレー

身丈73 身幅60 肩幅53 袖丈25 裾幅60 袖口幅20
3Lサイズ
身丈76 身幅63 肩幅55 袖丈26 裾幅63 袖口幅20

パネルストライプ クルーネックジャージ(ユニセックス)

15 ミディアムグレー

NV ネイビー

10 ホワイト
ニュージーランドで生まれたディティール、仕様を継承し、コットンにポリエステルをブレンドしたRUGGER LOOP®
（ラガーループ®）を使用したスタンダードクルーネックジャージです。このヘヴィーウェイトにニッティングされた
素材は重厚でありながら、風合いの良さが特徴でフィールドを選ばず、幅広いシーンで末長く愛用できます。また、裾
スリットにバータックが入った、カンタベリーのアイデンティティーが詰まったアイテムです。単体での着用はもちろ

ん、様々なレイヤリングでラガースタイルが楽しめます。
＊この製品はユニセックス（男女共用）モデルになります。

商品名

パネルストライプ クルーネックジャージ(ユニセックス)

本体：コットン100％

本体価格 8,690円(税込)

組合員価格 7,820円(税込)
サイズ寸法（実寸）

カラー番号カラー

Sサイズ

10 ホワイト

身丈64 身幅51 肩幅47 袖丈22 裾幅51 袖口幅18

15 ミディアムグレー

Mサイズ

身丈67 身幅54 肩幅49 袖丈23 裾幅54 袖口幅19
Lサイズ
身丈70 身幅57 肩幅51 袖丈24 裾幅57 袖口幅19
XLサイズ
身丈73 身幅60 肩幅53 袖丈25 裾幅60 袖口幅20
3Lサイズ
身丈76 身幅63 肩幅55 袖丈26 裾幅63 袖口幅20

NV ネイビー

ライトアグリー フーディ(ユニセックス)

20 ブルーグレー

NV ネイビー

10 ホワイト
1970年代当時、NZ代表の活躍もあり、ラグビーが世界的に普及しました。カンタベリーにも世界中のクラブチームか
らラグビージャージのオーダーが入るようになり、いろんな色や柄のチームジャージを作ると同時に、生産時に生地の
切れ端も大量にでるようになりました。
そこでカンタベリーは、その残った切れ端を縫い合わせてジャージを作り、町のラグビースクールに寄贈したという逸
話があります。そしてそれは、アグリー（醜い）と呼ばれ、その唯一無二のジャージはラグビー選手にも人気のファッ
ションアイテムになり、今ではカンタベリーのアイデンティティの１つになっています。

そんなアグリーテイストを取り入れたジャージフィーディは、しっかりした肉厚の素材を使用したカンタベリーのアイ
デンティティーが詰まったアイテムです。

商品名

ライトアグリー フーディ(ユニセックス)

本体：コットン60％

ポリエステル40％／衿：コットン100％

本体価格 10,780円(税込)

組合員価格 9,700円(税込)
サイズ寸法（実寸）

カラー番号カラー

XSサイズ

10 ホワイト

着丈62 身幅48 肩幅48 袖丈52 裾幅41

20 ブルーグレー

Sサイズ
着丈65 身幅51 肩幅51 袖丈53 裾幅44
Mサイズ
着丈68 身幅54 肩幅54 袖丈55 裾幅47
Lサイズ

着丈71 身幅57 肩幅57 袖丈57 裾幅50
XLサイズ
着丈74 身幅60 肩幅60 袖丈59 裾幅53
3Lサイズ
着丈77 身幅63 肩幅63 袖丈61 裾幅56

NV ネイビー

ストレッチギンガムチェック ボタンダウンシャツ(メンズ)

29 ネイビー

61 カプチーノ

63 ピンク
25 ロイヤルブルー
速乾性に優れ、1年を通じてドライな快適感を提供する高機能素材Primaloft®BLACK Performance Fabric（プリマロフト®
ブラックパフォーマンスファブリック）を採用したギンガムチェックボタンダウンシャツです。
ストレッチ機能を付加させ着用時の快適性を更に向上させました。
※ストレッチ素材により、スリムシルエットを採用しています。

商品名

ストレッチギンガムチェック ボタンダウンシャツ(メンズ)

本体：ポリエステル57％

コットン43％

本体価格 8,800円(税込)

組合員価格 7,920円(税込)
サイズ寸法（実寸）

カラー番号カラー

Mサイズ

25 ロイヤルブルー

着丈72 胸囲110 肩幅46 袖丈24 裾囲104 袖口幅18

29 ネイビー

Lサイズ
着丈74 胸囲114 肩幅48 袖丈25 裾囲108 袖口幅19
XLサイズ
着丈76 胸囲118 肩幅50 袖丈26 裾囲112 袖口幅19
3Lサイズ
着丈78 胸囲122 肩幅52 袖丈27 裾囲116 袖口幅20

61 カプチーノ
63 ピンク

ストレッチギンガムチェック ボタンダウンシャツ BIG(メンズ)

29 ネイビー

61 カプチーノ

63 ピンク
25 ロイヤルブルー
速乾性に優れ、1年を通じてドライな快適感を提供する高機能素材Primaloft®BLACK Performance Fabric（プリマロフト®
ブラックパフォーマンスファブリック）を採用したギンガムチェックボタンダウンシャツです。
ストレッチ機能を付加させ着用時の快適性を更に向上させました。
※ストレッチ素材により、スリムシルエットを採用しています。

商品名

ストレッチギンガムチェック ボタンダウンシャツ BIG(メンズ)

本体：ポリエステル57％

コットン43％

本体価格 9,900円(税込)

組合員価格 8,910円(税込)
サイズ寸法（実寸）

カラー番号カラー

4Lサイズ

25 ロイヤルブルー

着丈80 胸囲126 肩幅54 袖丈28 裾囲120 袖口幅20

29 ネイビー
61 カプチーノ
63 ピンク

ユーティリティパンツ(メンズ)

29 ネイビー

46 ライトオリーブ

KK カーキ
11 オフホワイト
吸汗速乾性に優れるCOOL MAX®（クールマックス®）を使用したストレッチツイル素材のイージーパンツです。スト
レッチ付きでストレス無く着用でき、形崩れも軽減します。
ウエストのバックルで調節可能で、股下に運動量を補うため、股部分にマチが入ったガゼットクロッチ仕様で運動稼
働域を向上します。洗い加工でユーズド感を表現しました。

商品名

ユーティリティパンツ(メンズ)

本体：コットン68％

ポリエステル32％

本体価格 9,680円(税込)

組合員価格 8,710円(税込)
サイズ寸法（実寸）
Mサイズ
ウエスト囲80 ヒップ囲106 前股上28 後股上41 股下36 裾幅24
Lサイズ

カラー番号カラー
29 ネイビー
30 アイボリー

ウエスト囲83 ヒップ囲110 前股上29 後股上42 股下38 裾幅25

34 カーキ

XLサイズ

53 レモンイエロー

ウエスト囲86 ヒップ囲114 前股上30 後股上43 股下40 裾幅26
3Lサイズ
ウエスト囲89 ヒップ囲118 前股上31 後股上44 股下42 裾幅27

ユーティリティパンツBIG(メンズ)

29 ネイビー

46 ライトオリーブ

KK カーキ
11 オフホワイト
吸汗速乾性に優れるCOOL MAX®（クールマックス®）を使用したストレッチツイル素材のイージーパンツです。スト
レッチ付きでストレス無く着用でき、形崩れも軽減します。
ウエストのバックルで調節可能で、股下に運動量を補うため、股部分にマチが入ったガゼットクロッチ仕様で運動稼
働域を向上します。洗い加工でユーズド感を表現しました。

商品名

ユーティリティパンツBIG(メンズ)

本体：コットン68％

ポリエステル32％

本体価格 10,780円(税込)

組合員価格 9,700円(税込)
サイズ寸法（実寸）
4Lサイズ
ウエスト囲97 ヒップ囲122 前股上32 後股上45 股下44 裾幅28

カラー番号カラー
11 オフホワイト
29 ネイビー
46 ライトオリーブ
KK カーキ

ウエストヘブンジャケット(メンズ)

29 ネイビー

34 カーキ

10 ホワイト
軽量性、防風性を兼ね備えた清涼感のある素材を使用したウエストヘブンジャケットです。腕の上げ下げがしやすく、
前傾姿勢によって裾口が上がらない立体構造になっています。また、衿はインフード仕様なので、雨などの急な天候
変化にも対応できる利便性に優れたアイテムです。胸や脇ポケットには物の落下を防止するファスナーやベルクロが
付いています。
裏地はメッシュになっているので衣服内のムレを軽減してくれます。
タウンユースからスポーツ観戦、レジャーシーンまで幅広く着用することができます。

商品名

ウエストヘブンジャケット(メンズ)

表地：コットン52％

ナイロン48％／裏地：ポリエステル100％

本体価格 19,800円(税込)

組合員価格 17,820円(税込)
サイズ寸法（実寸）
Mサイズ
着丈73 身幅72 肩幅63 袖丈54 裾幅64
Lサイズ
着丈76 身幅75 肩幅65 袖丈56 裾幅67
XLサイズ
着丈79 身幅78 肩幅67 袖丈58 裾幅70
３Lサイズ
着丈82 身幅81 肩幅69 袖丈60 裾幅73

カラー番号カラー
10 ホワイト
29 ネイビー
34 カーキ

ラグビージャージワンピース(レディース)

34 カーキ

41 ミント

10 ホワイト
イージーケア性と速乾性に優れたコットンとポリエステルのブレンド素材を使用した半袖のワンピースラグビー
ジャージです。
このヘビーウェイトにニッティングされた素材は重厚でありながら、風合いの良さが特徴でフィールドを選ばず、幅
広いシーンで末長く愛用できます。肩は落として着用するややオーバーサイズ。両脇にはポケットがついています。
裾は前後差のある段スリット入り。
また、ラグビーの母国イングランドで使われてきた比翼仕立ての前立てや、接ぎ目のない筒編み仕様のカフスなど、
カンタベリーのアイデンティティーが詰まったアイテムです。

商品名

ラグビージャージワンピース(レディース)

本体：コットン60％

ポリエステル40％／衿：コットン100％

本体価格 12,100円(税込)

組合員価格 10,890円(税込)
サイズ寸法（実寸）
Mサイズ
前身丈104 後身丈108 身幅50 肩幅47 袖丈17 裾幅55 袖口幅16
Lサイズ
前身丈106 後身丈110 身幅52 肩幅49 袖丈18 裾幅57 袖口幅17

カラー番号カラー
10 ホワイト
34 カーキ
41 ミント

ボックスラグビージャージ(レディース)

30 アイボリー

34 カーキ

29 ネイビー

肌触りが良く、ハリコシのある程よい肉厚感のコンパクトコットン素材を使用したラガーシャツです。
ラグビーの母国イングランドで使われてきた比翼仕立ての前立てや、裾スリットのバータックなど、カンタベリーの
アイデンティティーが詰まったアイテムです。
シルエットはゆとりを持たせたオーバーサイズのボックスシルエット。

商品名

ボックスラグビージャージ(レディース)

コットン100％

本体価格 9,900円(税込)

組合員価格 8,910円(税込)
サイズ寸法（実寸）
Mサイズ
前身丈57 後身丈60 身幅63 肩幅60 袖丈14 裾幅63 袖口幅15
Lサイズ
前身丈59 後身丈62 身幅65 肩幅62 袖丈16 裾幅65 袖口幅16

カラー番号カラー
29 ネイビー
30 アイボリー
34 カーキ

ライトアグリー フーディ(キッズ)

20 ブルー

NVネイビー

10 ホワイト
1970年代当時、NZ代表の活躍もあり、ラグビーが世界的に普及しました。カンタベリーにも世界中のクラブチームか
らラグビージャージのオーダーが入るようになり、いろんな色や柄のチームジャージを作ると同時に、生産時に生地
の切れ端も大量にでるようになりました。
そこでカンタベリーは、その残った切れ端を縫い合わせてジャージを作り、町のラグビースクールに寄贈したという
逸話があります。
そしてそれは、アグリー（醜い）と呼ばれ、その唯一無二のジャージはラグビー選手にも人気のファッションアイテ
ムになり、今ではカンタベリーのアイデンティティの１つになっています。そんなアグリーテイストを取り入れた
ジャージフィーディは、しっかりした肉厚の素材を使用したカンタベリーのアイデンティティーが詰まったアイテム

商品名

ライトアグリー フーディ(キッズ)

コットン60％

ポリエステル40％

本体価格 7,590円(税込)

組合員価格 6,830円(税込)
サイズ寸法（実寸）
100
身丈42
110
身丈45
120
身丈48
130
身丈51
140
身丈54

身幅34 肩幅26 袖丈35 裾幅30 袖口幅7

カラー番号カラー
10 ホワイト
20 ブルー

身幅36 肩幅28 袖丈39 裾幅32 袖口幅7
身幅38 肩幅30 袖丈43 裾幅34 袖口幅8
身幅40 肩幅32 袖丈47 裾幅36 袖口幅8
身幅42 肩幅34 袖丈51 裾幅38 袖口幅9

NVネイビー

ラグビージャージ(キッズ)

53 レモンイエロー

20 ブルーグレー

BG ブルーグレー

SP サーモンピンク

イージーケア性と速乾性に優れたコットンとポリエステルのブレンド素材を使用したキッズサイズの半袖ラグビー
ジャージです。
このヘビーウェイトにニッティングされた素材は重厚でありながら、風合いの良さが特徴でフィールドを選ばず、幅
広いシーンで末長く愛用できます。また、衿はラグビーの母国イングランドで使われてきたタイプを採用し、比翼仕
立ての前立てや補強ステッチなどカンタベリーのアイデンティティが詰まっています。

商品名

ラグビージャージ(キッズ)

コットン60％

ポリエステル40％

本体価格 6,490円(税込)

組合員価格 5,840円(税込)
サイズ寸法（実寸）
100
身丈42
110
身丈45
120
身丈58
130
身丈51
140
身丈54

身幅34 肩幅26 袖丈13 裾幅34 袖口幅13

カラー番号カラー
20 ブルーグレー
53 レモンイエロー

身幅36 肩幅29 袖丈14 裾幅36 袖口幅13

BG ブルーグレー

身幅38 肩幅30 袖丈15 裾幅38 袖口幅14

SP サーモンピンク

身幅40 肩幅32 袖丈16 裾幅40 袖口幅15
身幅42 肩幅34 袖丈17 裾幅42 袖口幅16

ラグビージャージ(ジュニア)

53 レモンイエロー

20 ブルーグレー

BG ブルーグレー

SP サーモンピンク

イージーケア性と速乾性に優れたコットンとポリエステルのブレンド素材を使用したキッズサイズの半袖ラグビー
ジャージです。
このヘビーウェイトにニッティングされた素材は重厚でありながら、風合いの良さが特徴でフィールドを選ばず、幅
広いシーンで末長く愛用できます。また、衿はラグビーの母国イングランドで使われてきたタイプを採用し、比翼仕
立ての前立てや補強ステッチなどカンタベリーのアイデンティティが詰まっています。

商品名

ラグビージャージ(ジュニア)

本体：コットン60％

ポリエステル40％／衿：コットン100％

本体価格 7,260円(税込)

組合員価格 6,530円(税込)
サイズ寸法（実寸）
150
身丈57 身幅44 肩幅36 袖丈18 裾幅44 袖口幅17

カラー番号カラー
20 ブルーグレー
53 レモンイエロー

160
身丈60 身幅46 肩幅38 袖丈19 裾幅46 袖口幅17

BG ブルーグレー
SP サーモンピンク

サコッシュバッグ

29 ネイビー

RD レッド

19 ブラック
通常の糸の約5倍の強度を持つと言われるCORDURA®(コーデュラ®)糸を使用したサコッシュバッグです。外側にドット
ボタン付きのポケットを配備。内側にも小物収納に便利なファスナー付きメッシュポケットが付いています。

商品名

サコッシュバッグ

表地：ナイロン

裏地：ポリエステル

本体価格 6,380円(税込)

組合員価格 5,740円(税込)
サイズ寸法（実寸）
タテ21×ヨコ28×奥行8(cm)

カラー番号カラー
19 ブラック
29 ネイビー
RD レッド

キャンバス トートバッグ

19 ブラック

29ネイビー

31 ベージュ

47 オリーブ

BG ブルーグレー

コットンキャンバス素材を使用したトートバッグです。大きくプリントされたロゴがポイント。
内側には小物収納に便利な吊りポケット付きです。

商品名

キャンバス トートバッグ

コットン

本体価格 4,290円(税込)

組合員価格 3,860円(税込)
サイズ寸法（実寸）
タテ38×ヨコ30×奥行12(cm)

カラー番号カラー
19 ブラック
29ネイビー
31 ベージュ
47 オリーブ
BG ブルーグレー

スタンダード ウォッシュド キャップ

19 ブラック

20 ブルーグレー

29 ネイビー

31 ベージュ

45 メロン

フロントにメッセージ風canterburyと刺繍で施したコットンキャップです。ウォッシュド加工を施したコットン素材で
程よいビンテージ感も楽しめます。バック部分はベルトでサイズ調節可能。CCCロゴ刺繍も施しました。

商品名

スタンダード ウォッシュド キャップ

コットン100％

本体価格 3,520円(税込)

組合員価格 3,160円(税込)
サイズ寸法（実寸）
適合サイズ(頭囲)：58cm

カラー番号カラー
19 ブラック
20 ブルーグレー
29 ネイビー
31 ベージュ
45 メロン

ウォッシュド ローキャップ(ユニセックス)

11 オフホワイト

29 ネイビー

34 カーキ

41 ミント

63 ピンク

ウォッシュド加工を施したコットン素材で程よいビンテージ感も楽しめるローキャップです。フロントはメッセージ
風にcanterburyと刺繍しました。バックはベルトで調整ができます。

商品名

ウォッシュド ローキャップ(ユニセックス)

コットン100％

本体価格 3,960円(税込)

組合員価格 3,560円(税込)
サイズ寸法（実寸）
適合サイズ(頭囲)：58cm

カラー番号カラー
11 オフホワイト
29 ネイビー
34 カーキ
41 ミント
63 ピンク

プラクティス ジャケット(メンズ)

19 ブラック

29 ネイビー

激しい練習にも耐えるプラクティスジャケットです。このウェアは引っ張りに対する耐久性とストレッチによる運動
追随性に優れています。
肌面サイドが凸凹組織になっているので肌との接触がポイントタッチになり、ベタつきを軽減させコンフォート性を
向上させます。
また、DWR（耐久撥水加工）を施しているので、防汚性にも優れた多機能ウェアです。

商品名

プラクティス ジャケット(メンズ)

ポリエステル100％

本体価格 10,780円(税込)

組合員価格 9,700円(税込)
サイズ寸法（実寸）

カラー番号カラー

XSサイズ

19 ブラック

前着丈63 後着丈67 身幅52 肩幅44 袖丈61 裾幅49 袖口幅9

29 ネイビー

Sサイズ
前着丈65 後着丈69 身幅54 肩幅46 袖丈62 裾幅51 袖口幅10
Mサイズ

前着丈67 後着丈71 身幅56 肩幅48 袖丈63 裾幅53 袖口幅10
Lサイズ
前着丈69 後着丈73 身幅58 肩幅50 袖丈64 裾幅55 袖口幅10
XLサイズ
前着丈71 後着丈75 身幅60 肩幅52 袖丈65 裾幅57 袖口幅11
3Lサイズ
前着丈73 後着丈77 身幅63 肩幅54 袖丈66 裾幅59 袖口幅11

プラクティス ジャケット BIG(メンズ)

19 ブラック

29 ネイビー

激しい練習にも耐えるプラクティスジャケットです。このウェアは引っ張りに対する耐久性とストレッチによる運動
追随性に優れています。
肌面サイドが凸凹組織になっているので肌との接触がポイントタッチになり、ベタつきを軽減させコンフォート性を
向上させます。
また、DWR（耐久撥水加工）を施しているので、防汚性にも優れた多機能ウェアです。

商品名

プラクティス ジャケット BIG(メンズ)

ポリエステル100％

本体価格 11,880円(税込)

組合員価格 10,690円(税込)
サイズ寸法（実寸）
4Lサイズ
前着丈75 後着丈79 身幅66 肩幅56 袖丈67 裾幅63 袖口幅11
5Lサイズ
前着丈77 後着丈81 身幅69 肩幅58 袖丈68 裾幅66 袖口幅11

カラー番号カラー
19 ブラック
29 ネイビー

プラクティス ジャケット(メンズ)

19 ブラック

29 ネイビー

激しい練習にも耐えるプラクティスジャケットです。このウェアは引っ張りに対する耐久性とストレッチによる運動
追随性に優れています。
肌面サイドが凸凹組織になっているので肌との接触がポイントタッチになり、ベタつきを軽減させコンフォート性を
向上させます。また、DWR（耐久撥水加工）を施しているので、防汚性にも優れた多機能ウェアです。

商品名

プラクティス ジャケット(メンズ)

ポリエステル100％

本体価格 12,980円(税込)

組合員価格 11,680円(税込)
サイズ寸法（実寸）

カラー番号カラー

XSサイズ

19 ブラック

前着丈63 後着丈67 身幅52 肩幅44 袖丈61 裾幅49 袖口幅9

29 ネイビー

Sサイズ
前着丈65 後着丈69 身幅54 肩幅46 袖丈62 裾幅51 袖口幅10
Mサイズ

前着丈67 後着丈71 身幅56 肩幅48 袖丈63 裾幅53 袖口幅10
Lサイズ
前着丈69 後着丈73 身幅58 肩幅50 袖丈64 裾幅55 袖口幅10
XLサイズ
前着丈71 後着丈75 身幅60 肩幅52 袖丈65 裾幅57 袖口幅11
3Lサイズ
前着丈73 後着丈77 身幅63 肩幅54 袖丈66 裾幅60 袖口幅11

プラクティス ジャケット BIG(メンズ)

19 ブラック

29 ネイビー

激しい練習にも耐えるプラクティスジャケットです。このウェアは引っ張りに対する耐久性とストレッチによる運動
追随性に優れています。肌面サイドが凸凹組織になっているので肌との接触がポイントタッチになり、ベタつきを軽
減させコンフォート性を向上させます。
また、DWR（耐久撥水加工）を施しているので、防汚性にも優れた多機能ウェアです。

商品名

プラクティス ジャケット BIG(メンズ)

ポリエステル100％

本体価格 14,080円(税込)

組合員価格 12,670円(税込)
サイズ寸法（実寸）
4Lサイズ
前着丈75 後着丈79 身幅66 肩幅56 袖丈67 裾幅63 袖口幅11
5Lサイズ
前着丈77 後着丈81 身幅69 肩幅58 袖丈68 裾幅66 袖口幅11

カラー番号カラー
19 ブラック
29 ネイビー

プラクティス パンツ(メンズ)

19 ブラック

29 ネイビー

激しい練習にも耐えるプラクティスパンツです。
このパンツは引っ張りに対する耐久性とストレッチによる運動追随性に優れています。
肌面サイドが凸凹組織になっているので肌との接触がポイントタッチになり、ベタつきを軽減させコンフォート性を
向上させます。また、DWR（耐久撥水加工）を施しているので、防汚性にも優れた多機能パンツです。裾口にかけて
細くなるテーパードシルエットを採用、足をスッキリ見せる9分丈設計です。
股部分に運動量を補うためのガゼットクロッチ（マチ）が入った仕様で運動可動域を向上させます。

商品名

プラクティス パンツ(メンズ)

ポリエステル100％

本体価格 9,790円(税込)

組合員価格 8,810円(税込)
サイズ寸法（実寸）

カラー番号カラー

XSサイズ

19 ブラック

ウエスト囲62 ヒップ囲99 ワタリ30 前股上27 後股上38 股下63 裾幅16

29 ネイビー

Sサイズ
ウエスト囲66 ヒップ囲103 ワタリ31 前股上28 後股上39 股下63 裾幅16
Mサイズ
ウエスト囲70 ヒップ囲107 ワタリ32 前股上29 後股上40 股下67 裾幅17
Lサイズ
ウエスト囲74 ヒップ囲111 ワタリ33 前股上30 後股上41 股下70 裾幅17
XLサイズ
ウエスト囲78 ヒップ囲115 ワタリ34 前股上31 後股上42 股下74 裾幅18
3Lサイズ
ウエスト囲82 ヒップ囲119 ワタリ35 前股上32 後股上43 股下75 裾幅18

プラクティス パンツ BIG(メンズ)

19 ブラック

29 ネイビー

激しい練習にも耐えるプラクティスパンツです。このパンツは引っ張りに対する耐久性とストレッチによる運動追随
性に優れています。
肌面サイドが凸凹組織になっているので肌との接触がポイントタッチになり、ベタつきを軽減させコンフォート性を
向上させます。また、DWR（耐久撥水加工）を施しているので、防汚性にも優れた多機能パンツです。裾口にかけて
細くなるテーパードシルエットを採用、足をスッキリ見せる9分丈設計です。
股部分に運動量を補うためのガゼットクロッチ（マチ）が入った仕様で運動可動域を向上させます。

商品名

プラクティス パンツ BIG(メンズ)

ポリエステル100％

本体価格 9,790円(税込)

組合員価格 8,810円(税込)
サイズ寸法（実寸）

カラー番号カラー

4Lサイズ

19 ブラック

ウエスト囲86 ヒップ囲123 ワタリ36 前股上33 後股上44 股下77 裾幅19

29 ネイビー

5Lサイズ
ウエスト囲90 ヒップ囲127 ワタリ37 前股上34 後股上45 股下77 裾幅19

プラクティスロングショーツ(メンズ)

25 ロイヤルブルー

29 ネイビー

19 ブラック

激しい練習にも耐えるプラクティスロングショーツです。このウェアは引っ張りに対する耐久性とストレッチによる
運動追随性に優れています。
肌面サイドが凸凹組織になっているので肌との接触がポイントタッチになり、ベタつきを軽減させコンフォート性を
向上させます。また、DWR（耐久撥水加工）を施しているので、防汚性にも優れた多機能ショーツです。

商品名

プラクティスロングショーツ(メンズ)

ポリエステル100％

本体価格 7,590円(税込)

組合員価格 6,830円(税込)
サイズ寸法（実寸）

カラー番号カラー

XSサイズ

19 ブラック

ウエスト囲62 ヒップ囲99 ワタリ33 前股上27 後股上38 股下15 裾幅29

25 ロイヤルブルー

Sサイズ
ウエスト囲66 ヒップ囲103 ワタリ34 前股上28 後股上39 股下17 裾幅29
Mサイズ
ウエスト囲70 ヒップ囲107 ワタリ35 前股上29 後股上40 股下18 裾幅30
Lサイズ
ウエスト囲74 ヒップ囲111 ワタリ36 前股上30 後股上41 股下20 裾幅31
XLサイズ
ウエスト囲78 ヒップ囲115 ワタリ37 前股上31 後股上42 股下21 裾幅32
3Lサイズ
ウエスト囲82 ヒップ囲119 ワタリ38 前股上32 後股上43 股下23 裾幅33

29 ネイビー

プラクティスロングショーツ BIG(メンズ)

25 ロイヤルブルー

29 ネイビー

19 ブラック

激しい練習にも耐えるプラクティスロングショーツです。このウェアは引っ張りに対する耐久性とストレッチによる
運動追随性に優れています。肌面サイドが凸凹組織になっているので肌との接触がポイントタッチになり、ベタつき
を軽減させコンフォート性を向上させます。また、DWR（耐久撥水加工）を施しているので、防汚性にも優れた多機
能ショーツです。

商品名

プラクティスロングショーツ BIG(メンズ)

ポリエステル100％

本体価格 8,690円(税込)

組合員価格 7,820円(税込)
サイズ寸法（実寸）

カラー番号カラー

4Lサイズ

19 ブラック

ウエスト囲86 ヒップ囲123 ワタリ39 前股上33 後股上44 股下24 裾幅34

25 ロイヤルブルー

5Lサイズ
ウエスト囲90 ヒップ囲127 ワタリ40 前股上34 後股上45 股下25 裾幅35

29 ネイビー

＜ご注文方法＞
トップページにある「お申し込み・お問い合わせ」フォームの【必須】項目と、
【お申し込みお問い合わせ内容】の欄へ必要事項を入力し送信してください。
【ＰＣ】

【スマートフォン・タブレット】

＜必要事項＞
・商品名
・サイズ、カラー番号
・数量
＜お支払い＞
商品お届け後、学校生協よりご請求となります。
＜お届け＞
学校生協の職員が勤務先へお届けいたします。

＜お問い合わせ＞

＜取り扱い＞

福岡県学校生活協同組合

〒810-0005

TEL：0120-119-415

福岡市中央区清川1丁目9－19
渡辺通南ビル4F
(株)サンエイム

