
品番 GA6160 SIZE 23~25cm 品番 GA6161 SIZE 23~25cm 品番 GA6162 SIZE 23~25cm 品番 GP6163 SIZE 23~25cm

品名 品名 品名 品名

col. 6足アソート 原産国 中国 col. 6足アソート 原産国 中国 col. 6足アソート 原産国 中国 col. 6足アソート 原産国 中国

組成 組成 組成 組成

納期 8月中旬 入数 6足入 納期 8月中旬 入数 6足入 納期 8月中旬 入数 6足入 納期 8月中旬 入数 6足入

JAN 4979073171671 発注数 JAN 4979073171688 発注数 JAN 4979073171695 発注数 JAN 4979073171701 発注数

品番 GMS6164 SIZE 23~25cm 品番 GMS6165 SIZE 23~25cm 品番 GC6166 SIZE 23~25cm 品番 GA6167 SIZE 23~25cm

品名 品名 品名 品名

col. 6足アソート 原産国 中国 col. 6足アソート 原産国 中国 col. 6足アソート 原産国 中国 col. 6足アソート 原産国 中国

組成 組成 組成 組成

納期 8月中旬 入数 6足入 納期 8月中旬 入数 6足入 納期 8月中旬 入数 6足入 納期 8月中旬 入数 6足入

JAN 4979073171718 発注数 JAN 4979073171725 発注数 JAN 4979073171732 発注数 JAN 4979073171749 発注数

品番 GA6168 SIZE 23~25cm 品番 SIZE 品番 SIZE 品番 SIZE

品名 品名 品名 品名

col. 6足アソート 原産国 中国 col. 原産国 col. 原産国 col. 原産国

組成 組成 組成 組成

納期 8月中旬 入数 6足入 納期 入数 納期 入数 納期 入数

JAN 4979073171756 発注数 JAN 発注数 JAN 発注数 JAN 発注数

19AW デザインクルー セット① 9型　54足セット

タックパール 星刺繍パールリブレース付き リボン3個

綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン

綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン 綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン

柄リボン２

綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン

柄リボン１

綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン

グレンチェック

綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン

綿、アクリル、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン

テグス花柄

綿、アクリル、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン

テグスバラ3
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品番 GP8570 SIZE 23~25cm 品番 GP8571 SIZE 23~25cm 品番 GP8572 SIZE 23~25cm 品番 GA8574 SIZE 23~25cm

品名 品名 品名 品名

col. 6足アソート 原産国 中国 col. 6足アソート 原産国 中国 col. 6足アソート 原産国 中国 col. 6足アソート 原産国 中国

組成 組成 組成 組成

納期 8月中旬 入数 6足入 納期 8月中旬 入数 6足入 納期 8月中旬 入数 6足入 納期 8月中旬 入数 6足入

JAN 4979073171855 発注数 JAN 4979073171862 発注数 JAN 4979073171879 発注数 JAN 4979073171886 発注数

品番 GC8575 SIZE 23~25cm 品番 GL8576 SIZE 23~25cm 品番 GP8670 SIZE 23~25cm 品番 GP8671 SIZE 23~25cm

品名 品名 品名 品名

col. 6足アソート 原産国 中国 col. 6足アソート 原産国 中国 col. 6足アソート 原産国 中国 col. 6足アソート 原産国 中国

組成 組成 組成 組成

納期 8月中旬 入数 6足入 納期 8月中旬 入数 6足入 納期 8月中旬 入数 6足入 納期 8月中旬 入数 6足入

JAN 4979073171893 発注数 JAN 4979073171909 発注数 JAN 4979073171923 発注数 JAN 4979073171930 発注数

品番 GP8672 SIZE 23~25cm 品番 GP8673 SIZE 23~25cm 品番 GP8674 SIZE 23~25cm 品番 SIZE

品名 品名 品名 品名

col. 6足アソート 原産国 中国 col. 6足アソート 原産国 中国 col. 6足アソート 原産国 中国 col. 原産国

組成 組成 組成 組成

納期 8月中旬 入数 6足入 納期 8月中旬 入数 6足入 納期 8月中旬 入数 6足入 納期 入数

JAN 4979073171947 発注数 JAN 4979073171954 発注数 JAN 4979073171961 発注数 JAN 発注数

サガラ刺繍 リス

綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン

サガラ刺繍 ネコ

綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン

19AW デザインクルー セット② 11型　66足セット

テディーベア刺繍 梵天付きワッペンスマイル リブピスネーム

綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン 綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン

綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン

綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン

綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン 綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン

サガラ刺繍 鳥 サガラ刺繍 犬 サガラ刺繍 ビションフリーゼ

綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン

綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン

編み上げ細サテンリボン

綿、アクリル、ナイロン

チェック

株式会社マキシム　TEL 03-3635-5555/FAX 03-3635-5560



品番 GA3650 SIZE 23-25cm 品番 GA3650 SIZE 23-25cm 品番 GA3650 SIZE 23-25cm 品番 GA3650 SIZE 23-25cm

品名 品名 品名 品名

col. 06/ブラック 原産国 日本 col. 01/サラシ 原産国 日本 col. 03/アイボリー 原産国 日本 col. 07/チャコールグレー 原産国 日本

組成 組成 組成 組成

納期 展開中 入数 3足入 納期 展開中 入数 3足入 納期 展開中 入数 3足入 納期 展開中 入数 3足入

JAN 4979073117228 発注数 JAN 4979073118454 発注数 JAN 4979073119468 発注数 JAN 4979073117235 発注数

品番 GA3650 SIZE 23-25cm 品番 GA3650 SIZE 23-25cm 品番 GA3650 SIZE 23-25cm 品番 GA3650 SIZE 23-25cm

品名 品名 品名 品名

col. 05/カプチーノ 原産国 日本 col. 16/ポピー 原産国 日本 col. 35/カテッドブルー 原産国 日本 col. 08/シルバーグレー 原産国 日本

組成 組成 組成 組成

納期 8月上旬 入数 納期 8月上旬 入数 納期 8月上旬 入数 納期 展開中 入数 3足入

JAN 4979073171510 発注数 JAN 4979073171527 発注数 JAN 4979073171534 発注数 JAN 4979073118447 発注数

品番 GA3650 SIZE 23-25cm 品番 GA3650 SIZE 23-25cm 品番 GA3650 SIZE 23-25cm 品番 GA3650 SIZE 23-25cm

品名 品名 品名 品名

col. 68/エンジ 原産国 日本 col. 24/コニャック 原産国 日本 col. 49/アイビーグリーン 原産国 日本 col. 36/マリンブルー 原産国 日本

組成 組成 組成 組成

納期 展開中 入数 3足入 納期 展開中 入数 3足入 納期 展開中 入数 3足入 納期 展開中 入数 3足入

JAN 4979073119413 発注数 JAN 4979073117273 発注数 JAN 4979073119420 発注数 JAN 4979073119437 発注数

品番 GA3650 SIZE 23-25cm 品番 GA3650 SIZE 23-25cm 品番 GA3650 SIZE 23-25cm

品名 品名 品名

col. 66/ブルーベリー 原産国 日本 col. 59/チョコレート 原産国 日本 col. 39/ネイビー 原産国 日本

組成 組成 組成

納期 展開中 入数 3足入 納期 展開中 入数 3足入 納期 展開中 入数 3足入

JAN 4979073119444 発注数 JAN 4979073119451 発注数 JAN 4979073117242 発注数

15色各3足 45足セット単色展開クルー GA3650/レーヨンシルク深口無地

レーヨンシルク無地深口 エンジ

レーヨンシルク無地深口 ブラック

レーヨンシルク無地深口 カプチーノ

レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

レーヨンシルク無地深口 コニャック レーヨンシルク無地深口 マリンブルー

レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

レーヨンシルク無地深口 チャコールグレー

レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

レーヨンシルク無地深口 ポピー

レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

レーヨンシルク無地深口 サラシ

レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

レーヨンシルク無地深口 カテッドブルー

レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

レーヨンシルク無地深口 アイボリー

レーヨンシルク無地深口 シルバーグレー

レーヨンシルク無地深口 ネイビー

レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

綿、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

レーヨンシルク無地深口 チョコレート

レーヨンシルク無地深口 アイビーグリーン

レーヨンシルク無地深口 ブルーベリー

レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク
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品番 GA3651 SIZE 23-25cm 品番 GA3651 SIZE 23-25cm 品番 GA3651 SIZE 23-25cm 品番 GA3651 SIZE 23-25cm

品名 品名 品名 品名

col. 06/ブラック 原産国 日本 col. 07/チャコールグレー 原産国 日本 col. 68/ボルドー 原産国 日本 col. 39/ネイビー 原産国 日本

組成 組成 組成 組成

納期 展開中 入数 3足入 納期 展開中 入数 3足入 納期 展開中 入数 3足入 納期 8/上旬 入数 3足入

JAN 4979073117303 発注数 JAN 4979073117310 発注数 JAN 4979073117334 発注数 JAN 4979073171435 発注数

品番 GA3651 SIZE 23-25cm 品番 GA3651 SIZE 23-25cm 品番 GA3651 SIZE 23-25cm 品番 GA3651 SIZE 23-25cm

品名 品名 品名 品名

col. 09/グレー 原産国 日本 col. 05/カシミヤ 原産国 日本 col. 26/ポピー 原産国 日本 col. 241/ターメリック 原産国 日本

組成 組成 組成 組成

納期 8/上旬 入数 3足入 納期 8/上旬 入数 3足入 納期 8/上旬 入数 3足入 納期 8/上旬 入数 3足入

JAN 4979073171442 発注数 JAN 4979073171459 発注数 JAN 4979073171466 発注数 JAN 4979073119475 発注数

品番 GA3651 SIZE 23-25cm 品番 GA3651 SIZE 23-25cm 品番 GA3651 SIZE 23-25cm 品番 GA3651 SIZE 23-25cm

品名 品名 品名 品名

col. 45/バンブー 原産国 日本 col. 49/モスグリーン 原産国 日本 col. 371/デニム 原産国 日本 col. 57/エボニー 原産国 日本

組成 組成 組成 組成

納期 入数 3足入 納期 8/上旬 入数 3足入 納期 8/上旬 入数 3足入 納期 8/上旬 入数 3足入

JAN 発注数 JAN 4979073117365 発注数 JAN 4979073171480 発注数 JAN 4979073171497 発注数

品番 GA3651 SIZE 23-25cm 品番 GA3651 SIZE 23-25cm 品番 GA3651 SIZE 23-25cm 品番 GA3651 SIZE 23-25cm

品名 品名 品名 品名

col. 66/ブルーベリー 原産国 日本 col. 34/サファイヤブルー 原産国 日本 col. 18/レッド 原産国 日本 col. 03/アイボリー 原産国 日本

組成 組成 組成 組成

納期 入数 3足入 納期 展開中 入数 3足入 納期 展開中 入数 3足入 納期 展開中 入数 3足入

JAN 4979073171503 発注数 JAN 4979073117327 発注数 JAN 4979073118614 発注数 JAN 4979073119505 発注数

品番 GA3651 SIZE 23-25cm 品番 SIZE 品番 SIZE 品番 SIZE

品名 品名 品名 品名

col. 01/サラシ 原産国 日本 col. 原産国 col. 原産国 col. 原産国

組成 組成 組成 組成

納期 展開中 入数 3足入 納期 入数 納期 入数 納期 入数

JAN 4979073118546 発注数 JAN 発注数 JAN 発注数 JAN 発注数

綿レーヨンシルクリブ無地 デニム

綿、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

綿レーヨンシルクリブ無地 バンブー

綿、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

綿レーヨンシルクリブ無地 レッド

綿、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

綿、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

綿レーヨンシルクリブ無地 チャコールグレー

綿、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

新色

綿、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

綿レーヨンシルクリブ無地 ターメリック

単色展開クルー GA3651/綿レーヨンシルクリブ無地 17色各3足 51足セット

綿レーヨンシルクリブ無地 ボルドー綿レーヨンシルクリブ無地 ブラック

新色
撮影中

綿レーヨンシルクリブ無地 ネイビー

新色
撮影中

綿レーヨンシルクリブ無地 サラシ

綿、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

綿レーヨンシルクリブ無地 サファイヤブルー

綿、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

綿レーヨンシルクリブ無地 ブルーベリー

綿レーヨンシルクリブ無地 エボニー

綿、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク綿、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

綿、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

綿レーヨンシルクリブ無地   モスグリーン

綿レーヨンシルクリブ無地 グレー

綿、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク 綿、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

綿レーヨンシルクリブ無地 カシミヤ 綿レーヨンシルクリブ無地 ポピー

綿、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク

綿レーヨンシルクリブ無地 アイボリー

綿、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン、シルク
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品番 GAW7570 SIZE 23-25cm 品番 GAW7570 SIZE 23-25cm 品番 GAW7570 SIZE 23-25cm 品番 GAW7570 SIZE 23-25cm

品名 品名 品名 品名

col. 06/黒 原産国 中国 col. 02/オフ 原産国 中国 col. 04/カシミヤベージュ原産国 中国 col. 09/グレー 原産国 中国

組成 組成 組成 組成

納期 9月末予定 入数 3足入 納期 9月末予定 入数 3足入 納期 9月末予定 入数 3足入 納期 9月末予定 入数 3足入

JAN 4979073150218 発注数 JAN 4979073150225 発注数 JAN 4979073150232 発注数 JAN 4979073150249 発注数

品番 GAW7570 SIZE 23-25cm 品番 GAW7570 SIZE 23-25cm 品番 GAW7570 SIZE 23-25cm 品番 GAW7570 SIZE 23-25cm

品名 品名 品名 品名

col. 68/エンジ 原産国 中国 col. 24/コニャック 原産国 中国 col. 191/カスリレッド 原産国 中国 col. 481/カスリグリーン 原産国 中国

組成 組成 組成 組成

納期 9月末予定 入数 3足入 納期 9月末予定 入数 3足入 納期 9月末予定 入数 3足入 納期 9月末予定 入数 3足入

JAN 4979073150256 発注数 JAN 4979073150263 発注数 JAN 4979073171541 発注数 JAN 4979073171558 発注数

品番 GAW7570 SIZE 23-25cm

品名

col. 191/カスリネイビー 原産国 中国

組成

納期 9月末予定 入数 3足入

JAN 4979073171565 発注数

ポリエステル、アクリル、ナイロン、毛、ポリウレタン ポリエステル、アクリル、ナイロン、毛、ポリウレタン

メリノウール混 アラン柄

ポリエステル、アクリル、ナイロン、毛、ポリウレタン

メリノウール混 アラン柄

単色展開クルー GAW7570 メリノウール混アラン柄 9色各3足　27足セット

メリノウール混 アラン柄

メリノウール混 アラン柄 メリノウール混 アラン柄

メリノウール混 アラン柄

ポリエステル、アクリル、ナイロン、毛、ポリウレタン

ポリエステル、アクリル、ナイロン、毛、ポリウレタン

ポリエステル、アクリル、ナイロン、毛、ポリウレタン

ポリエステル、アクリル、ナイロン、毛、ポリウレタン

ポリエステル、アクリル、ナイロン、毛、ポリウレタン

メリノウール混 アラン柄

ポリエステル、アクリル、ナイロン、毛、ポリウレタン

メリノウール混 アラン柄 メリノウール混 アラン柄
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品番 GAW8270 SIZE 23-25cm 品番 GAW8270 SIZE 23-25cm 品番 GAW8270 SIZE 23-25cm 品番 GAW8270 SIZE 23-25cm

品名 品名 品名 品名

col. 02/オフホワイト 原産国 中国 col. 06/ブラック 原産国 中国 col. 13/フクシャピンク 原産国 中国 col. 18/レッド 原産国 中国

組成 組成 組成 組成

納期 10月上旬予定 入数 3足入 納期 10月上旬予定 入数 3足入 納期 10月上旬予定 入数 3足入 納期 10月上旬予定 入数 3足入

JAN 4979073171589 発注数 JAN 4979073171572 発注数 JAN 4979073171596 発注数 JAN 4979073171602 発注数

品番 GAW8270 SIZE 23-25cm 品番 GAW8270 SIZE 23-25cm 品番 GAW8270 SIZE 23-25cm 品番 GAW8270 SIZE 23-25cm

品名 品名 品名 品名

col. 23/イエロー 原産国 中国 col. 27/オレンジ 原産国 中国 col. 34/ブルー 原産国 中国 col. 43/エメラルド 原産国 中国

組成 組成 組成 組成

納期 10月上旬予定 入数 3足入 納期 10月上旬予定 入数 3足入 納期 10月上旬予定 入数 3足入 納期 10月上旬予定 入数 3足入

JAN 4979073171619 発注数 JAN 4979073171626 発注数 JAN 4979073171633 発注数 JAN 4979073171640 発注数

品番 GAW8270 SIZE 23-25cm 品番 GAW8270 SIZE 23-25cm 品番 SIZE 品番 SIZE

品名 品名 品名 品名

col. 64/パープル 原産国 中国 col. 63/パープル 原産国 中国 col. 原産国 col. 原産国

組成 組成 組成 組成

納期 10月上旬予定 入数 3足入 納期 10月上旬予定 入数 3足入 納期 入数 納期 入数

JAN 4979073171657 発注数 JAN 4979073171664 発注数 JAN 発注数 JAN 発注数

品番 SIZE 品番 SIZE 品番 SIZE 品番 SIZE

品名 品名 品名 品名

col. 原産国 col. 原産国 col. 原産国 col. 原産国

組成 組成 組成 組成

納期 入数 納期 入数 納期 入数 納期 入数

JAN 発注数 JAN 発注数 JAN 発注数 JAN 発注数

品番 SIZE 品番 SIZE 品番 SIZE 品番 SIZE

品名 品名 品名 品名

col. 原産国 col. 原産国 col. 原産国 col. 原産国

組成 組成 組成 組成

納期 入数 納期 入数 納期 入数 納期 入数

JAN 発注数 JAN 発注数 JAN 発注数 JAN 発注数

モヘア毛混 ローゲージワイドリブ モヘア毛混 ローゲージワイドリブ 

アクリル、ナイロン、ポリエエステル、毛、ポリウレタン

アクリル、ナイロン、ポリエエステル、毛、ポリウレタン

アクリル、ナイロン、ポリエエステル、毛、ポリウレタン

アクリル、ナイロン、ポリエエステル、毛、ポリウレタン

アクリル、ナイロン、ポリエエステル、毛、ポリウレタン

モヘア毛混 ローゲージワイドリブ 

モヘア毛混 ローゲージワイドリブ モヘア毛混 ローゲージワイドリブ 

モヘア毛混 ローゲージワイドリブ 

単色展開クルー GAW8270 モヘア毛混ローゲージリブ 10色各3足　30足セット

モヘア毛混 ローゲージワイドリブ モヘア毛混 ローゲージワイドリブ モヘア毛混 ローゲージワイドリブ オフ モヘア毛混 ローゲージワイドリブ 

アクリル、ナイロン、ポリエエステル、毛、ポリウレタン アクリル、ナイロン、ポリエエステル、毛、ポリウレタン アクリル、ナイロン、ポリエエステル、毛、ポリウレタン

アクリル、ナイロン、ポリエエステル、毛、ポリウレタンアクリル、ナイロン、ポリエエステル、毛、ポリウレタン

株式会社マキシム　TEL 03-3635-5555/FAX 03-3635-5560
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