
ペチパン　カタログ

品番

品名

上代

サイズ 　M - L

ヒップ 　　 85 ~  98cm

身 長 　　150 ~165cm

原産国 中国 入数 1枚

col. No.

06

02

品番 品番

品名 品名

上代 上代

サイズ 　M - L サイズ 　M - L

ヒップ 　　 85 ~  98cm ヒップ 　　 85 ~  98cm

身 長 　　150 ~165cm 身 長 　　150 ~165cm

原産国 中国 入数 1枚 原産国 中国 入数 1枚

本体 綿95%　ポリウレタン5％ 本体 綿95%　ポリウレタン5％

レース ナイロン100% レース ナイロン92%、ポリウレタン8％   

col. No. col. No.

06 06

01 01

13

　¥700+税

9077

組成表示 組成表示

組成表示

クロ×シロレース 4979073906396

クロ×ピンクレース 4979073906365

無地 １分丈(少し長め)

本体　綿95%　ポリウレタン5％

90614

¥600+税

JAN

クロ

カラー名

クロ×シロレース 4979073906358

9076

無地 １分丈裾ピコレース

　¥700+税

クロ×クロレース 4979073906341 クロ×クロレース 4979073906389

無地 １分丈裾レース切替

カラー名 JAN カラー名 JAN

4979073912144

4979073912137

オフシロ 

画像作成の際、実際の色に近づけるように調整しておりますが、屋外での撮影・ライトのあたり具合、またご使用のパソコン・モニターおよびプリンター環
境により、色に違いが出る事があります。予めご了承ください

Maxim Co Ltd.　TEL 03-3635-5555



ペチパン　カタログ

品番 品番

品名 品名

上代 上代

サイズ 　M - L サイズ 　L - LL

ヒップ 　　 85 ~  98cm ヒップ 　　 85 ~  98cm

ウエスト　　 64 ~  77cm ウエスト　　 64 ~  77cm

原産国 中国 入数 1枚 原産国 中国 入数 1枚

本体 本体

col. No. col. No.

06 06

品番 品番

品名 品名

上代 上代

サイズ 　M - L サイズ 　M - L

ヒップ 　　 85 ~  98cm ヒップ 　　 85 ~  98cm

ウエスト　　 64 ~  77cm ウエスト　　 64 ~  77cm

原産国 中国 入数 1枚 原産国 中国 入数 1枚

本体 ポリエスtル93%　ポリウレタン7% 本体 ポリエスtル93%　ポリウレタン7%

col. No. col. No.

06 06

04 04

03 03

組成表示組成表示

クロ

カラー名 JANカラー名

91026

組成表示 組成表示

99019

1分 キュロットペチパンツ

　本体価格¥900+税

JAN

4979073906563

　本体価格¥800+税

9809PT

　本体価格¥800+税

骨盤サポートレギンスL-LL

9810PT

骨盤サポートレギンスM-L

ベージュ 4979073912113

アイボリー 4979073912090 アイボリー 4979073912120

ベージュ 4979073912083

カラー名 JAN

クロ 4979073912076 クロ 4979073912106

1分 レース付キュロットペチパンツ

カラー名 JAN

　本体価格¥1,000+税

4979073906570クロ

画像作成の際、実際の色に近づけるように調整しておりますが、屋外での撮影・ライトのあたり具合、またご使用のパソコン・モニターおよびプリンター環
境により、色に違いが出る事があります。予めご了承ください

Maxim Co Ltd.　TEL 03-3635-5555



ペチパン　カタログ

品番 品番

品名 品名

上代 上代

サイズ 　M - L サイズ 　M - L

ヒップ 　　 85 ~  98cm ヒップ 　　 85 ~  98cm

ウエスト　　 64 ~  77cm ウエスト　　 64 ~  77cm

原産国 中国 入数 1枚 原産国 中国 入数 1枚

本体 ポリエステル100% レース ナイロン92%、ポリウレタン8％   

裏地 ポリエステル100%

col. No. col. No.

06 03

01

品番 品番

品名 品名

上代 上代

サイズ 　M - L サイズ 　M - L

ヒップ 　　 85 ~  98cm ヒップ 　　 85 ~  98cm

ウエスト　　 64 ~  77cm ウエスト　　 64 ~  77cm

原産国 中国 入数 1枚 原産国 中国 入数 1枚

本体 綿95%　ポリウレタン5％ 表地 ナイロン90%　ポリウレタン10%

チュール ポリエステル100% 裏地 ポリエステル80%　綿20%

col. No. col. No.

06 06

02 01

91402SK

組成表示 組成表示

組成表示組成表示

9144SK

1分丈 チュール4段フリル

　本体価格¥1,400+税    

カラー名

　本体価格¥1,000+税

91020SK

サテン風 かぼちゃパンツ

JAN

91241SK

1分 総レースリボン付き

　本体価格¥1,200+税  

カラー名

 シロ 4979073911888 オフ 4979073905924

JAN

クリーム4979073906471 4979073906006クロ

シロ 4979073906488

 クロ 4979073905917  クロ 4979073911871

1分丈 総レース4段

カラー名 JAN カラー名 JAN

　本体価格¥1,400+税    

白 完売終了
黒のみの展開です。

画像作成の際、実際の色に近づけるように調整しておりますが、屋外での撮影・ライトのあたり具合、またご使用のパソコン・モニターおよびプリンター環
境により、色に違いが出る事があります。予めご了承ください

Maxim Co Ltd.　TEL 03-3635-5555


