
NEW PGT-144 ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄTｼｬﾂ 中国 SNB-141 ﾅﾛｰﾎﾞｰﾀﾞｰTｼｬﾂ 中国

NEW TDT-148 ﾀｲﾀﾞｲTｼｬﾂ 中国 SBT-125 ﾎﾞｰﾀﾞｰTｼｬﾂ 中国

NEW NSV-505 ﾊﾞｰｻﾀｲﾙﾅｲﾛﾝｼｮｰﾂ 中国 SBT-126 ｳｨﾒﾝｽﾞﾎﾞｰﾀﾞｰTｼｬﾂ 中国

NEW OE1115 ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞﾏｯｸｽｳｪｲﾄPFD Tｼｬﾂ 中国 MIJ-900 ﾒｲﾄﾞｲﾝｼﾞｬﾊﾟﾝTｼｬﾂ(製品染め専用) 日本

OE1116 ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞﾏｯｸｽｳｪｲﾄTｼｬﾂ 中国
一部カラー

在庫限り
MIJ-901 ﾒｲﾄﾞｲﾝｼﾞｬﾊﾟﾝTｼｬﾂ(製品染めｶﾗｰ) 日本

OE1117 ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞﾏｯｸｽｳｪｲﾄﾎﾟｹｯﾄTｼｬﾂ 中国
一部カラー

在庫限り
PKT-124 ﾎﾟｹｯﾄTｼｬﾂ 中国

OE1118
ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞﾏｯｸｽｳｪｲﾄ
ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰﾈｯｸTｼｬﾂ

中国 TPM-140 ﾀﾝｸﾄｯﾌﾟ 中国

OE1119
ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞﾏｯｸｽｳｪｲﾄ
ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰﾈｯｸ ﾎﾟｹｯﾄTｼｬﾂ

中国 TWD-134 ﾄﾗｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾜｲﾄﾞTｼｬﾂ 中国

OE1120
ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞﾏｯｸｽｳｪｲﾄ
ﾍﾝﾘｰﾈｯｸTｼｬﾂ

中国 WDN-804 ｳｨﾒﾝｽﾞﾄﾞﾙﾏﾝTｼｬﾂ 中国

OE1121
ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞﾏｯｸｽｳｪｲﾄ
ﾘﾝｶﾞｰTｼｬﾂ

中国 WDO-805 ｳｨﾒﾝｽﾞﾄﾞﾙﾏﾝﾜﾝﾋﾟｰｽ 中国

GAT-500 ﾍﾋﾞｰｳｪｲﾄTｼｬﾂ バングラデシュ WRU-806 ｳｨﾒﾝｽﾞﾛｰﾙｱｯﾌﾟTｼｬﾂ 中国

TRS-700 ﾍﾞｰｼｯｸｽﾀｲﾙTｼｬﾂ バングラデシュ WNS-807 ｽﾘｰﾌﾞﾚｽﾜｲﾄﾞTｼｬﾂ 中国

NEW　SIZE OGB-910 ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝTｼｬﾂ バングラデシュ NEW FTX-930 ﾌｰﾄﾞﾃｷｽﾀｲﾙTｼｬﾂ 中国製/日本染

J3930HD ﾌﾙｰﾂﾍﾞｰｼｯｸTｼｬﾂ ホンジュラス 在庫限り廃盤 RBT-135 ｿﾌﾄｽﾘﾑTｼｬﾂ 中国

NEW OE1401
ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞﾏｯｸｽｳｪｲﾄ
ﾒﾝｽﾞｵｰﾊﾞｰTｼｬﾂ

中国 在庫限り廃盤 OE1213 ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞﾗｸﾞﾗﾝTｼｬﾂ 中国

OE1301
ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞﾏｯｸｽｳｪｲﾄ
ｳｨﾒﾝｽﾞｵｰﾊﾞｰTｼｬﾂ

中国 在庫限り廃盤 WBT-801 ｳｨﾒﾝｽﾞﾍﾞｰｼｯｸTｼｬﾂ 中国

一部カラー
在庫限り

SFT-106 ｽﾘﾑﾌｨｯﾄTｼｬﾂ 中国 在庫限り廃盤 WTC-802 ｳｨﾒﾝｽﾞﾁｭﾆｯｸTｼｬﾂ 中国

SFV-113 ｽﾘﾑﾌｨｯﾄVﾈｯｸTｼｬﾂ 中国

SFU-114 ｽﾘﾑﾌｨｯﾄUﾈｯｸTｼｬﾂ 中国

TCR-112 ﾄﾗｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞTｼｬﾂ 中国

TBV-129 ﾄﾗｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞVﾈｯｸTｼｬﾂ 中国

一部カラー
在庫限り

TCR-127 ﾄﾗｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞｳｨﾒﾝｽﾞTｼｬﾂ 中国

※原産国は予告なく変更になる場合がございますので、ご注意ください。　　TRUSS/2020.03.03更新
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NEW PBR-920 ﾘｻｲｸﾙﾎﾟﾘｴｽﾃﾙTｼｬﾂ 中国 OE1230
ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ3/4ｽﾘｰﾌﾞ
ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙTｼｬﾂ

中国

FDT-100 ﾌｧﾝｸｼｮﾅﾙﾄﾞﾗｲTｼｬﾂ 中国 / バングラデシュ
一部カラー

在庫限り
OE1210

ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞﾏｯｸｽｳｪｲﾄﾛﾝｸﾞｽﾘｰﾌﾞ
Tｼｬﾂ(リブ無し)

中国

POT-104 ﾌｧｲﾊﾞｰﾄﾞﾗｲTｼｬﾂ 中国 RL1216
ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞﾏｯｸｽｳｪｲﾄﾛﾝｸﾞｽﾘｰﾌﾞ
Tｼｬﾂ(リブ有り)

中国

一部カラー
在庫限り

ACT-108 ｱｸﾃｨﾌﾞTｼｬﾂ 中国
一部カラー

在庫限り
SFL-110 ｽﾘﾑﾌｨｯﾄﾛﾝｸﾞｽﾘｰﾌﾞTｼｬﾂ 中国

HNC-102 ﾊﾆｶﾑTｼｬﾂ 中国
一部カラー

在庫限り
SVL-115 ｽﾘﾑﾌｨｯﾄVﾈｯｸﾛﾝｸﾞｽﾘｰﾌﾞTｼｬﾂ 中国

POV-109 ﾌｧｲﾊﾞｰﾄﾞﾗｲﾋﾞﾌﾞｽ 中国
一部カラー

在庫限り
SUL-116 ｽﾘﾑﾌｨｯﾄUﾈｯｸﾛﾝｸﾞｽﾘｰﾌﾞTｼｬﾂ 中国

TBL-117
ﾄﾗｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞ3/4ｽﾘｰﾌﾞTｼｬﾂ
(ﾚﾃﾞｨｰｽ)

中国

TBL-118 ﾄﾗｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞ3/4ｽﾘｰﾌﾞTｼｬﾂ 中国

FDB-270 ﾌｧﾝｸｼｮﾅﾙ ﾄﾞﾗｲ BD ﾎﾟﾛｼｬﾂ 中国 TQS-122 ﾄﾗｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾗｸﾞﾗﾝ7分袖Tｼｬﾂ 中国

ATP-261 ｱｸﾃｨﾌﾞﾎﾟﾛｼｬﾂ 中国 TML-130 ﾜｯﾌﾙﾛﾝｸﾞｽﾘｰﾌﾞTｼｬﾂ 中国

APP-260 ﾎﾟｹｯﾄ付きｱｸﾃｨﾌﾞﾎﾟﾛｼｬﾂ 中国 POL-205 ﾌｧｲﾊﾞｰﾄﾞﾗｲﾛﾝｸﾞｽﾘｰﾌﾞTｼｬﾂ 中国

APL-269 ﾎﾟｹｯﾄ付き長袖ｱｸﾃｨﾌﾞﾎﾟﾛｼｬﾂ 中国 HNC-204 ﾊﾆｶﾑ長袖Tｼｬﾂ(ﾘﾌﾞ有り) 中国

BDP-262 ﾎﾞﾀﾝﾀﾞｳﾝﾎﾟﾛｼｬﾂ 中国 在庫限り廃盤 OE1211
ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞﾗｸﾞﾗﾝ
3/4ｽﾘｰﾌﾞTｼｬﾂ

中国

VSN-267 ﾍﾞｰｼｯｸｽﾀｲﾙﾎﾟﾛｼｬﾂ
ベトナム/インドネシア
※中国産もあり(レッドのみ)

在庫限り廃盤 OE1212
ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞﾗｸﾞﾗﾝ
ﾛﾝｸﾞｽﾘｰﾌﾞTｼｬﾂ

中国

VSP-268 ﾍﾞｰｼｯｸｽﾀｲﾙﾎﾟﾛｼｬﾂ(ﾎﾟｹｯﾄ付) ベトナム/インドネシア 在庫限り廃盤 TQS-121
ﾄﾗｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾗｸﾞﾗﾝ7分袖Tｼｬﾂ
(ﾚﾃﾞｨｰｽ)

中国

BSP-265 ﾋﾞｽﾞｽﾀｲﾙﾎﾟﾛｼｬﾂ 中国/ベトナム/インドネシア 在庫限り廃盤 TLS-128 ﾄﾗｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾛﾝｸﾞｽﾘｰﾌﾞTｼｬﾂ 中国

BNS-266 ﾋﾞｽﾞｽﾀｲﾙﾆｯﾄｼｬﾂ ベトナム/インドネシア

OBD-200 ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ ﾎﾞﾀﾝﾀﾞｳﾝｼｬﾂ インドネシア

※原産国は予告なく変更になる場合がございますので、ご注意ください。　　TRUSS/2020.03.03更新
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562M ｼﾞｬｰｼﾞｰｽﾞNUBLENDｽｳｪｯﾄｼｬﾂ
ホンジュラス・メキシコ
エルサルバドル

NBR-020 ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ 中国

996M ｼﾞｬｰｼﾞｰｽﾞNUBLEND P/Oﾊﾟｰｶ
ホンジュラス・メキシコ
エルサルバドル

TRT-012 ｲﾍﾞﾝﾄﾌﾞﾙｿﾞﾝ 中国

一部サイズ
在庫限り

SZP-111 ｼﾞｬｰｼﾞｰｼﾞｯﾌﾟﾊﾟｰｶ 中国 TFB-013 ﾌｰﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ 中国

RSS-147 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｽｳｪｯﾄｼｬﾂ インドネシア FRJ-014 ﾘﾌﾚｸｼﾞｬｹｯﾄ 中国

RSP-142 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞP/Oﾊﾟｰｶ インドネシア STV-019 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾍﾞｽﾄ 中国

RSZ-143 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｼﾞｯﾌﾟﾊﾟｰｶ インドネシア FLC-018 ﾌﾘｰｽｺｰﾄ 中国

SW2210 ﾚｷﾞｭﾗｰｳｪｲﾄｽｳｪｯﾄｼｬﾂ 中国 BCW-015 ﾍﾞﾝﾁｳｫｰﾏｰ 中国

一部カラー
在庫限り

SA7200 ﾚｷﾞｭﾗｰｳｪｲﾄｽｳｪｯﾄﾊﾟﾝﾂ 中国

SP2250 ﾚｷﾞｭﾗｰｳｪｲﾄｽｳｪｯﾄP/Oﾊﾟｰｶ 中国

一部カラー
在庫限り

SZ2251 ﾚｷﾞｭﾗｰｳｪｲﾄｽｳｪｯﾄｼﾞｯﾌﾟﾊﾟｰｶ 中国 FNK-630 ﾈｯｸｳｫｰﾏｰ 中国

SP2252 ﾚｷﾞｭﾗｰｳｪｲﾄｽｳｪｯﾄP/Oﾎﾟｹｯﾄﾚｽﾊﾟｰｶ 中国 LBN-360 ﾋﾞｰﾆｰ 中国

TRW-139 ﾄﾗｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞｸﾙｰﾈｯｸｽｳｪｯﾄ 中国 NEW OTC-364 ｵｯﾄｰｷｬｯﾌﾟ 中国/アメリカ

TRP-119 ﾄﾗｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞP/Oﾊﾟｰｶ 中国 NEW WCC-363 ｳｫｯｼｭﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 中国

TRZ-120 ﾄﾗｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞｼﾞｯﾌﾟﾊﾟｰｶ 中国 ETC-351 ｲﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 中国 / ベトナム

HSW-138 ﾍﾋﾞｰｳｪｲﾄｽｳｪｯﾄｼｬﾂ 中国 CKC-361 ｺｯﾄﾝｷｬｯﾌﾟ ベトナム

HSP-136 ﾍﾋﾞｰｳｪｲﾄP/Oﾊﾟｰｶ 中国 FMC-362 ﾌﾗｲﾒｯｼｭｷｬｯﾌﾟ ベトナム

HSZ-137 ﾍﾋﾞｰｳｪｲﾄｼﾞｯﾌﾟﾊﾟｰｶ 中国 在庫限り廃盤 ALC-358 ｱﾙｺｷｬｯﾌﾟ 中国

SPOT ITEM
在庫限り

RWS-145 ﾜｲﾄﾞｽｳｪｯﾄﾛﾝｸﾞｽﾘｰﾌﾞ(ﾎﾟｹｯﾄ付) インドネシア 在庫限り廃盤 ARC-359 ﾗｯｾﾙｱﾒﾘｶﾝｷｬｯﾌﾟ 中国

SPOT ITEM
在庫限り

RMN-146 ﾓｯｸﾈｯｸﾋﾞｯｸﾞｽｳｪｯﾄ インドネシア 在庫限り廃盤 MFC-353 ﾒｼﾞｬｰｷｬｯﾌﾟ ベトナム

※原産国は予告なく変更になる場合がございますので、ご注意ください。　　TRUSS/2020.03.03更新

スウェット/スウェットパンツ ブルゾン

ネックウォーマー/ビーニー/キャップ
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NEW OCS-911 ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝｷｬﾝﾊﾞｽﾄｰﾄ（S） インド HMK-213 帆前掛け(日本製) 日本

NEW OCM-912 ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝｷｬﾝﾊﾞｽﾄｰﾄ（M） インド PMK-214 帆前掛け(ﾎﾟｹｯﾄ付) 日本

NEW OCP-913 ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝｷｬﾝﾊﾞｽﾎﾟｰﾁ インド CAL-032 ｸﾗﾌﾄｴﾌﾟﾛﾝﾛﾝｸﾞ 中国

RMB-301 ﾘｯﾌﾟｼｮﾙﾀﾞｰ ﾏﾙｼｪﾊﾞｯｸﾞ 中国 CAS-033 ｸﾗﾌﾄｴﾌﾟﾛﾝｼｮｰﾄ 中国

RSB-302 ﾘｯﾌﾟｽｸｴｱ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸﾞ 中国 KTA-211 ｶｼﾞｭｱﾙｴﾌﾟﾛﾝ 中国

RMS-303 ﾘｯﾌﾟﾐﾆｻｺｯｼｭ 中国 TCA-014 Beeｴﾌﾟﾛﾝ 中国

RCP-304 ﾘｯﾌﾟｺﾝﾊﾟｸﾄ ｱｸﾃﾞｨﾌﾞﾎﾟｰﾁ 中国 GA5542 ｼｮｰﾄｴﾌﾟﾛﾝ 中国

NEW CMB-034 ｷｬﾝﾊﾞｽﾐｭｾﾞｯﾄﾊﾞｯｸﾞ 中国 GA5560 ｿﾑﾘｴｴﾌﾟﾛﾝM 中国

CBT-030 ｸﾗﾌﾄﾋﾞｯｸﾞﾄｰﾄ 中国 GA5588 ｿﾑﾘｴｴﾌﾟﾛﾝL 中国

CRS-031 ｸﾗﾌﾄﾘﾝｸﾞｼｮﾙﾀﾞｰ 中国

SHB-027 ｷｬﾝﾊﾞｽｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸﾞ 中国

HVT-024 ﾍﾋﾞｰﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ 中国 在庫限り廃盤 HTW-606 ﾐﾆﾊﾝｶﾁﾀｵﾙ 中国

MVT-026 ﾐﾆﾍﾋﾞｰﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ 中国 在庫限り廃盤 WTW-601 ｳｫｯｼｭﾀｵﾙ 中国

NPZ-021 ｲﾍﾞﾝﾄﾊﾞｯｸﾞ 中国 在庫限り廃盤 FTW-602 ﾌｪｲｽﾀｵﾙ 中国

在庫限り廃盤 YCS-650 ｷｬﾝﾊﾞｽﾄｰﾄ(S) パキスタン･バングラデシュ 在庫限り廃盤 MTW-603 ﾏﾌﾗｰﾀｵﾙ 中国

在庫限り廃盤 YCM-651 ｷｬﾝﾊﾞｽﾄｰﾄ(M) パキスタン･バングラデシュ 在庫限り廃盤 STW-604 ｽﾎﾟｰﾂﾀｵﾙ 中国

在庫限り廃盤 YDS-652 ｳｫｯｼｭﾃﾞﾆﾑﾄｰﾄ(S) インド 在庫限り廃盤 BTW-605 ﾊﾞｽﾀｵﾙ 中国

在庫限り廃盤 YDM-653 ｳｫｯｼｭﾃﾞﾆﾑﾄｰﾄ(M) インド

※原産国は予告なく変更になる場合がございますので、ご注意ください。　　TRUSS/2020.03.03更新

タオル
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