
FABRIC       Rain Wool (Super180`s) 

ＱＵＡＬＩＴＹ         毛100％ 

ＳＩＺＥ         S・M・L・LL・40・42 

ＰＲＩＣＥ         ¥118,000＋税 

■ PRODUCT  POINT ■ 

MENS 

07 

ステッチ 

コートの視覚的ポイントとなる衿
～前端にかけて装飾的な星ス
テッチを施し、ラペルの納まりを
美しく保ちつつエレガントで味わ
いのある表情を演出しています。 

立体的な衿 

テーラード工場ならではの技術
を活かした手法に拘り、衿裏の
カラークロスと衿芯をバイアス
に据えて型作り、立体的で自然
な返り線を描くように設計され
ています。 

専用設計の芯地 

モデルと素材に合った芯地を専
用に設計し、多くの部分を手作
業に頼りながら慎重に据えつけ
る作業を経て、安定した肩のラ
インとラペルの返り、型崩れしに
くい袖と身頃、フィット感を保ちつ
つ優雅なドレープを描くラインを
作り上げています。 

グレー 

裏地 

制電性、質感に優れたキュプラ
100％の裏地を使用しています。 

 1. RAIN WOOL CHESTERFIELD COAT 

 (P1B85-201) 

国内縫製 

縫製は特にテーラードを得意と
する福島のサンヨーインダスト
リーで行っております。 

裏見返し 

表生地を贅沢に使用したお台場
仕立ての見返しを採用し、配色
のピックステッチを施しています。 

型崩れしにくいしっかりとした着
用感は着る人に確かな満足感を
与えてくれます。 

55 

ブラウン 

毛100％（Super180`s） 耐
久撥水ツィード 

カシミヤに匹敵する繊維径を誇
るスーパー180’sの上質な素材
を、希少な超低速のションヘル
織機でクラス感のある生地に
織り上げました。フィニッシュに
は耐久撥水加工も施されコート
としての機能性を高めています。                               
紡績→機織→染色整理を一貫
生産する国内メーカーの素材
です。  

天然の機能性（羊毛繊維） 

羊毛繊維はスケールと呼ばれ
るウロコ状の表皮構造を持つ
為、繊維同士がシッカリと絡み
合う強度の高い糸や生地となり
ます。また、スケールが外気の
変化に応じて開閉するため 

吸放湿をおこ
なう素材特性
があり、暖かく
も蒸れにくい
コートに適した
素材に仕上が
ります。 

開    閉 

  



FABRIC       Rain Wool (Super180`s) 

ＱＵＡＬＩＴＹ         毛100％ 

ＳＩＺＥ         S・M・L・LL・40・42 

ＰＲＩＣＥ         ¥128,000＋税 

■ PRODUCT  POINT ■ 

MENS 

29 46 

フライフロント 

前身頃はフライフロント(比翼仕
立て)にしてすっきりとした表情
に仕立てています。 

ネイビー キャメル 

素材に合わせた芯地 

幾通りもの試作を重ねて選ば
れた芯地を使い、素材の持ち味
を最大限に活かしつつ、型崩れ
しにくいボディを作り上げていま
す。 

 2. RAIN WOOL  BALMACAAN COAT 

 (P1B86-202) 

裏見返し 

表生地を贅沢に使用したお台
場仕立ての見返しを採用し、配
色のピックステッチを施していま
す。 

型崩れのしないしっかりとした
着用感は着る人に確かな満足
感を与えます。 

毛100％（Super180`s） 耐
久撥水ビーバー 

カシミヤに匹敵する繊維径を誇
るスーパー180’sの上質な素材
を、希少な超低速のションヘル
織機でクラス感のある生地に
織り上げました。フィニッシュに
は耐久撥水加工も施されコート
としての機能性を高めています。                               
紡績→機織→染色整理を一貫
生産する国内メーカーの素材
です。  

スプリットラグランスリーブ 

前はセットイン、後ろはラグラン
になっているスプリットラグラン
スリーブを採用し、すっきりした
見た目と稼動域の確保を両立さ
せています。 

国内縫製 

縫製は最高水準の国内工場を
指定し、厳しい品質管理の下で
丁寧に作成されます。 

裏地 

制電性、質感に優れたキュプラ
100％の裏地を使用しています。 

立つボタン 

ボタンつけは手作
業で行います。   
ボタンを掛けやす
くする為に糸の根
元をしっかりと巻
いて高さを付けて
あります。 

天然の機能性（羊毛繊維） 

羊毛繊維はスケールと呼ばれ
るウロコ状の表皮構造を持つ
為、繊維同士がシッカリと絡み
合う強度の高い糸や生地となり
ます。また、スケールが外気の
変化に応じて開閉するため 

吸放湿をおこ
なう素材特性
があり、暖かく
も蒸れにくい
コートに適した
素材に仕上が
ります。 

開    閉 

  



FABRIC       Rain Wool (Super180`s) 

ＱＵＡＬＩＴＹ         毛100％ 

ＳＩＺＥ         S・M・L・LL・40・42 

ＰＲＩＣＥ         ¥138,000＋税 

■ PRODUCT  POINT ■ 

MENS 

ダブルフロント 

元々は船員が厳しい気象条件
下の艦橋や甲板で作業する際、
風向に合わせて上前を変える
事で、衣服内に風が侵入し辛く
なるよう設計されたフロントの
打ち合わせ。片側のボタンが破
損しても、もう片方で止める事
が出来る仕様としても知られて
います。 

 3. RAIN WOOL  PEA COAT 

 (P1B88-203) 

29 46 

ネイビー キャメル 

素材に合わせた芯地 

幾通りもの試作を重ねて選ば
れた芯地を使い、素材の持ち
味を最大限に活かしつつ、型
崩れしにくいボディを作り上げ
ています 

裏見返し 

表生地を贅沢に使用したお台
場仕立ての見返しを採用し、配
色のピックステッチを施してい
ます。 

型崩れのしないしっかりとした
着用感は着る人に確かな満足
感を与えます。 

国内縫製 

縫製は最高水準の国内工場を
指定し、厳しい品質管理の下
で丁寧に作成されます。 

立つボタン 

ボタンつけは手作
業で行います。   
ボタンを掛けやす
くする為に糸の根
元をしっかりと巻
いて高さを付けて
あります。 

毛100％（Super180`s） 耐
久撥水ソフトメルトン 

カシミヤに匹敵する繊維径を誇
るスーパー180’sの上質な素材
を、希少な超低速のションヘル
織機でクラス感のある生地に
織り上げました。フィニッシュに
は耐久撥水加工も施されコート
としての機能性を高めています。                               
紡績→機織→染色整理を一貫
生産する国内メーカーの素材
です。  

裏地 

制電性、質感に優れたキュプラ
100％の裏地を使用しています。 

天然の機能性（羊毛繊維） 

羊毛繊維はスケールと呼ばれ
るウロコ状の表皮構造を持つ
為、繊維同士がシッカリと絡み
合う強度の高い糸や生地となり
ます。また、スケールが外気の
変化に応じて開閉するため 

吸放湿をおこ
なう素材特性
があり、暖かく
も蒸れにくい
コートに適した
素材に仕上が
ります。 

開    閉 

  



FABRIC       Rain Wool (Super180`s) 

ＱＵＡＬＩＴＹ         毛100％ 

ＳＩＺＥ                 M・L 

ＰＲＩＣＥ         ¥138,000＋税 

■ PRODUCT  POINT ■ 

MENS 

ダブルブレスト 

前身頃の打ち合わせ部分には
両側に釦穴があけられており、
左右どちらの前合せでもご着
用頂けます。 

元々、片側のボタンが破損した
時の補助の役割や、船員が厳
しい気象条件下の艦橋や甲板
で作業する際、風向に合わせ
て上前を変える事で、衣服内に
風が侵入し辛くなるように設計
された仕様と言われています。 

 ◆ RAIN WOOL  PEA COAT ANA別注 

 (P1B84-202) 

29 

ネイビー 

素材に合わせた芯地 

幾通りもの試作を重ねて選ば
れた芯地を使い、素材の持ち
味を最大限に活かしつつ、型
崩れしにくいボディを作り上げ
ています 

裏見返し 

表生地を贅沢に使用したお台
場仕立ての見返しを採用し、配
色のピックステッチを施してい
ます。 

型崩れのしないしっかりとした
着用感は着る人に確かな満足
感を与えます。 

立つボタン 

ボタンつけは手作
業で行います。   
ボタンを掛けやす
くする為に糸の根
元をしっかりと巻
いて高さを付けて
あります。 

裏地 

制電性、質感に優れたキュプラ
100％の裏地を使用しています。 

天然の機能性（羊毛繊維） 

羊毛繊維はスケールと呼ばれ
るウロコ状の表皮構造を持ち、
繊維同士がシッカリと絡み合い、
強度の高い糸や生地となりま
す。また、スケールが外気の変
化に応じて開閉するため、吸放
湿をおこなう素材特性があり、 
暖かくも蒸れ
にくいコートに
適した素材に
仕上がります。 

※右写真はス
ケールの状態 

毛100％（Super180`s） 耐
久撥水ビーバー 

カシミヤに匹敵する繊維径を誇
るスーパー180’sの上質な素材
を、希少な超低速のションヘル
織機でクラス感のある生地に
織り上げました。フィニッシュに
は耐久撥水加工も施されコート
としての機能性を高めています。                               
紡績→機織→染色整理を一貫
生産する国内メーカーの素材
です。  

国内縫製 

縫製はウールの扱いを得意と
する岩手マツマルで行っており
ます。 

厳しい品質管理の下で丁寧に
作成されます。 

開 閉 



FABRIC          Rain Wool (Super180`s) 

ＱＵＡＬＩＴＹ       毛100％ 

ＳＩＺＥ          Ｍ．Ｌ 

ＰＲＩＣＥ         ¥118,000＋税 

■ PRODUCT  POINT ■ 

MENS 

29 

ステッチ 

コートの視覚的ポイントとなる衿
～前端にかけて装飾的な星ス
テッチを施し、ラペルの納まりを
美しく保ちつつエレガントで味わ
いのある表情を演出しています。 

立体的な衿 

テーラード工場ならではの技術
を活かした手法に拘り、衿裏の
カラークロスと衿芯をバイアス
に据えて型作り、立体的で自然
な返り線を描くように設計され
ています。 

専用設計の芯地 

モデルと素材に合った芯地を専
用に設計し、多くの部分を手作
業に頼りながら慎重に据えつけ
る作業を経て、安定した肩のラ
インとラペルの返り、型崩れしに
くい袖と身頃、フィット感を保ちつ
つ優雅なドレープを描くラインを
作り上げています。 

ネイビー 

裏地 

制電性、質感に優れた
キュプラ100％の裏地を使
用しています。 

毛100％（Super180`s） 耐
久撥水素材 

カシミヤに匹敵する繊維径を誇
るスーパー180’sの上質な素材
を、希少な超低速のションヘル
織機でクラス感のある生地に
織り上げました。フィニッシュに
は耐久撥水加工も施されコート
としての機能性を高めています。                               
紡績→機織→染色整理を一貫
生産する国内メーカーの素材
です。  

 ◆ RAIN WOOL CHESTERFIELD COAT  ANA別注    

 (P1B89-202) 

国内縫製 

縫製は特にテーラードを得意と
する福島のサンヨーインダスト
リーで行っております。 

裏見返し 

表生地を贅沢に使用したお台場
仕立ての見返しを採用し、配色
のピックステッチを施しています。 

型崩れしにくいしっかりとした着
用感は着る人に確かな満足感を
与えてくれます。 

オリジナル柄の背裏 

裏地背すべり部分には鮮やか
なブルーの飛行機柄生地を使
い、ハンガーにかけた姿も美し
く佇みます。 



FABRIC       Rain Wool (Super180`s) 

ＱＵＡＬＩＴＹ         毛100％ 

ＳＩＺＥ                38/40/42   

ＬＥＮＧＴＨ(ｃｍ)              95/95/97 

ＰＲＩＣＥ         ¥128,000＋税 

■ PRODUCT  POINT ■ 

WOMENS 

ハンドステッチミシン 

衿周りはハンドステッチミシ
ンで仕上げることで高級感
と柔らかさを兼ね備えていま
す。 

 4. RAIN WOOL  TRENCH  COAT 

 （T1B45-202) 

29 46 

ネイビー キャメル 

素材に合わせた芯地 

幾通りもの試作を重ねて選ば
れた芯地を使い、素材の持ち
味を最大限に活かしつつ、型
崩れしにくいボディを作り上げ
ています 

裏見返し 

非常に手間のかかる、パイピン
グを挟み込んだ裏見返しはさり
げない高級感を演出します。 

国内縫製 

縫製は最高水準の国内工場
（旧岩手サンヨーソーイング
である岩手マツマル）を指定
し、厳しい品質管理の下で丁
寧に作成されます。 

また、この商品は2015年より
始まったJ∞ＱＵＡＬＩＴＹ商品
認証も取得しております。 

素材の織り・整理加工、そし
て縫製をすべて国内で行った
商品です。 

立つボタン 

ボタンつけは手作
業で行います。   
ボタンを掛けやす
くする為に糸の根
元をしっかりと巻
いて高さを付けて
あります。 

毛100％（Super180`s） 

 耐久撥水ビーバー仕上げ 

カシミヤに匹敵する繊維径を誇
るスーパー180’sの上質な素材
を、希少な超低速のションヘル
織機でクラス感のある生地に
織り上げました。フィニッシュに
は耐久撥水加工も施されコート
としての機能性を高めています。                               
紡績→機織→染色整理を一貫
生産する国内メーカーの素材
です。  

裏地 

制電性、質感、そしてすべりの
良さに優れたキュプラ100％の
裏地を使用しています。 

天然の機能性（羊毛繊維） 

羊毛繊維はスケールと呼ばれ
るウロコ状の表皮構造を持つ
為、繊維同士がシッカリと絡み
合う強度の高い糸や生地となり
ます。また、スケールが外気の
変化に応じて開閉するため 

吸放湿をおこ
なう素材特性
があり、暖かく
も蒸れにくい
コートに適した
素材に仕上が
ります。 

開    閉 

  

09 

ブラック 

デザイン 

デザインは100年
コートの70型をベー
スとしながらも素材と
の相性を活かし、袖
ベルトをタブに変更、
肩章も無くしています。 



■ PRODUCT  POINT ■ 

WOMENS 

ハンドステッチミシン 

衿周りはハンドステッチミシ
ンで仕上げることで高級感
と柔らかさを兼ね備えていま
す。※07グレーはステッチ
無し 

 

 

 5. RAIN WOOL  CHESTERFIELD  COAT 

 （T1B46-202) 

29 46 

ネイビー キャメル 

素材に合わせた芯地 

幾通りもの試作を重ねて選ば
れた芯地を使い、素材の持ち
味を最大限に活かしつつ、型
崩れしにくいボディを作り上げ
ています 

裏見返し 

非常に手間のかかる、パイピン
グを挟み込んだ裏見返しはさり
げない高級感を演出します。 

国内縫製 

縫製は最高水準の国内工場
（旧岩手サンヨーソーイングで
ある岩手マツマル）を指定し、
厳しい品質管理の下で丁寧に
作成されます。 

また、この商品は2015年より
始まったJ∞ＱＵＡＬＩＴＹ商品認
証も取得しております。 

素材の織り・整理加工、そして
縫製をすべて国内で行った商
品です。 

立つボタン 

ボタンつけは手作
業で行います。   
ボタンを掛けやす
くする為に糸の根
元をしっかりと巻
いて高さを付けて
あります。 

毛100％（Super180`s） 

 耐久撥水ビーバー仕上げ 

カシミヤに匹敵する繊維径を誇
るスーパー180’sの上質な素材
を、希少な超低速のションヘル
織機でクラス感のある生地に織
り上げました。フィニッシュには
耐久撥水加工も施されコートと
しての機能性を高めています。                               
紡績→機織→染色整理を一貫
生産する国内メーカーの素材で
す。  

※07ｸﾞﾚｰはツイード仕上げで
す。 

裏地 

制電性、質感、そしてすべりの
良さに優れたキュプラ100％の
裏地を使用しています。 天然の機能性（羊毛繊維） 

羊毛繊維はスケールと呼ばれ
るウロコ状の表皮構造を持つ
為、繊維同士がシッカリと絡み
合う強度の高い糸や生地となり
ます。また、スケールが外気の
変化に応じて開閉するため 

吸放湿をおこ
なう素材特性
があり、暖かく
も蒸れにくい
コートに適した
素材に仕上が
ります。 

開    閉 

  

07 

グレー 

FABRIC       Rain Wool (Super180`s) 

ＱＵＡＬＩＴＹ         毛100％ 

ＳＩＺＥ                38/40/42   

ＬＥＮＧＴＨ(ｃｍ)              95/95/97 

ＰＲＩＣＥ         ¥118,000＋税 


