
S-6102 
ボ－ダ－短手袋　
価格 1,620円（税込）
サイズ : フリー 
素材 :綿82%以上、ナイロン　色：オフ白×茶

UV カットしながら防寒用として一年中使えます。

履き口
ゴムなし

無地ソックス　
S-011  価格 1,080円（税込）サイズ: 22～24cm
S-011L  価格 1,296円（税込）サイズ: 24～26cm
素材：綿 80%以上、ナイロン、ポリウレタン　
色：オフ白・茶

UV カットしながら防寒用として一年中使えます。

S-6103  UV カット指なし短手袋
価格 1,296円（税込）
素材 :綿 100％   サイズ : フリ－　色：茶

紫外線防止の外出用手袋としてのほか、ハンドクリームを塗って
お休み用エステ手袋としてもおすすめです。

S-013 
UVカットエステ手袋
価格 864円（税込）
素材 :綿 100％ サイズ : フリ－ 色：オフ白・茶
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㈲生活アートクラブ
東京都 新宿区

工場は新潟県小千谷市で、すぐ裏手には信濃川が流れ、四季の
風景はそれぞれ美しく特に秋の稲穂は黄金色に輝き格別です。
大量生産の工場ではなく、少人数で、息の合ったやり取りの中
で一品一品慎重に仕上げています。
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S-004  
リブフライスショーツ
価格 1,944円（税込）
サイズ : M・L　素材: 綿100％
色：オフ白・茶

輪編みにすることで脇に縫
い目が無く、うす手でも暖
かい。リブとフライスの編
み地で伸縮性があります。
縫い糸もオーガニックコッ
トンを使用しています。

S-001  リブフライス
タンクトップ
価格 3,024円（税込）
サイズ : フリー（M～L）
素材: 綿100％　
色：オフ白・茶

S-002  
リブフライス 8 分袖
価格 4,104円（税込）
サイズ : フリー（M～L）
素材: 綿100％　色：オフ白・茶

輪編みにすることで
脇に縫い目が無く、
うす手でも暖かい。
リブとフライスの編
み地で伸縮性があり
ます。縫い糸もオー
ガニックコットンを
使用しています。

ローゲージでざっくりとした
柔らかな素材感があり、
またリブ編により、締め
付けがないのに適度なフィット
感があります。夏冷房対策・
冬の寒さ対策に、アーム
カバーとして、またレッグ
カバーとしてもお使いいた
だけます。

S-7210  
ローゲージリブ
アーム＆レッグカバー
価格 1,296円（税込）
サイズ : フリー 素材：綿 96%以上 色：茶
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S-005
5 本指薄手ソックス  
価格 1,404 円（税込）
サイズ : 22 ～ 24cm/24 ～ 26cm
素材: 綿100％　色：オフ白・茶

履き口
ゴムなし

S-6202  
ハイソックス 
価格 1,404円（税込）
サイズ : 22 ～ 24cm　 
素材：綿 80%以上、ナイロン、ポリウレタン
色：オフ白・茶

履き口にゴムが入って
いません。ナイロン・
ポリウレタンを裏糸に
することで伸縮性が増
し、履き口が二重のた
めずり落ちにくいです。

履き口
ゴムなし

綿 100％のゴムなしソックス
です。ゴムアレルギー、化学
物質過敏症、むくみのある方
におすすめです。

S-006  
裏糸ゴムなしソックス  
価格 1,296円（税込）
素材 :綿 100%　サイズ : フリー　色：オフ白

ゴム
なし

履き口にゴムが入っていない
ので締めつけません。伸縮性
とフィット感もありずり落
ちにくいです。

履き口
ゴムなし

S-003 
5 本指ゴムなし
厚手ソックス
価格 1,512円（税込）
サイズ : 22 ～ 24cm/24 ～ 26cm　
素材:綿98%以上、ポリウレタン　色：オフ白・茶

ローゲージでざっくりとし
た柔らかな素材感があり、
またリブ編により、締め付
けがないのに適度なフィッ
ト感があります。生成りと
茶を引き揃えて編み杢調を
表現し、優しいイメージに
仕上げました。

S-7209  
ローゲージリブソックス 
価格 1,512円（税込）
サイズ : 22 ～ 24cm
素材：綿84%以上、ナイロン 色：茶

S-008  
レッグウォーマー
価格 2,484円（税込）
素材:綿90%以上、ナイロン、ポリウレタン
サイズ : フリー　色：オフ白・茶

※カラー表記について：オフ白は生成りの白です

S-6201
パイル杢調手袋
価格 1,944円（税込）
素材 :綿 92%以上、ナイロン　サイズ : フリ－　
色：杢ベージュ

編み地がパイルのため地厚で暖かい。ミトン型です。
指先が使えるので便利です。

雪柄をパイルで表した暖かみのある手袋です。
指先が使えるので便利です。

S-051  雪柄パイル手袋　
価格 1,944円（税込）
サイズ : フリー　
素材 :綿 97%以上、ポリウレタン　色：オフ白・茶

S-5202  綿雲パイルソックス 
価格 1,296円（税込）
サイズ : 22 ～ 24cm
素材：綿 92%以上、ナイロン、ポリウレタン
色：オフ白×茶

履き口
ゴムなし

履き口
ゴムなし

S-007  雪柄パイルソックス 
価格 1,296円（税込）
サイズ : 22 ～ 24cm
素材：綿 99%以上、ポリウレタン
色：オフ白・茶

肌触りや使用感にこだわった、上質で柔らかい履き心地

綿 100％なので肌触りが良く、足首と
土踏まずにゴムを入れることでずり落
ちるのを防いでいます。

厚手のリブ編みなの
で暖かいです。

雲の形をパイルで表わした、
かわいくて暖かいソックスです。

厚みのあるパイル地に雪柄を
表した暖かいソックスです。
肌の繊細な方、敏感な方に
もお使いいただけます。

前にフライス編
み、横から後ろは
リブ編みで体に
沿ってヒップを
すっぽり包みま
す。背中側にゴム
の取り替え口がつ
いています。縫い
糸もオーガニック
コットンを使用し
ています。

編み地がパイルなので
厚みがあり暖かい。履
き口にゴムが入ってい
ません。裏糸にナイロ
ン・ポリウレタンを使っ
ているので伸縮性があ
り、適度のフィット感
もありずり落ちにくい
です。

パイル
ゴムなしソックス 
S-5201
価格 1,296円（税込）
サイズ : 22～24cm　
S-5201L  価格 1,404円（税込）
サイズ : 24 ～ 26cm　
色：オフ白・茶・オフ白×茶　素材：綿94%以上、ナイロン、ポリウレタン　

前と後見頃にマチ
が付いているので
ゆったり幅。ウエ
スト調整ゴム使用
でウエストサイズ
変更可能。肌触り
を重視して縫製し
ています。

S-5203  
厚手レギンス
価格 4,644円（税込）
素材:綿81%以上、ナイロン、
ポリウレタン
サイズ:フリー（ M～L）　
色：茶


