LifeWear
COLLECTION
2 0 2 2 FA LL / W I NTE R

UN I QLO 2022 FALL / WI NTER

TODAY’S ESSENTIALS
FOR GOOD LIFE
本当に必要なものとは？

袖を通す度、心地よさを感じたり、少し自信が持てたり……。
そんな小さな喜びを重ねることで、心地よい毎日につながっていく。
服の本質はそこにあると、UNIQLOは考えています。
今季の UNIQLO秋冬コレクションでは、今の暮らしに寄りそい、
欠かすことのできない服を一同に集めました。
素材、デザイン、縫製へのこだわり、着る人をいつも快適に保つ機能性、
ものづくりの裏側にあるストーリー。
シンプルさの中に、ずっと着ていたくなる工夫を込めました。
必要なものを見極めて、本当に大事なものと暮らす。
LifeWearとともに、あたらしい季節を迎えましょう。

SOUFFLE YARN

K N I T C O LLE CT I O N

ふっくらボリューミーで
軽やかな着心地

触れた瞬間に感じる、
ニットの心地よさ

糸に空気を含ませ、軽さとやわらかさを追求。
独特のボリューム感と、モチモチした肌ざわりが特徴です。
チクチクしにくく、ふんわり包まれるような着心地。

秋冬シーズンに一枚あると便利なニットは素材感が決め手。
仕立てのよい上質なカシミヤや、発色のよい
エクストラファインメリノ。ふっくらボリューミーな
スフレヤーンやプレミアムラムなど、着心地のよさとは ? を
考えた、こだわりのニットをお届けします。

CASHMERE
カシミヤ 10 0%。
極上の肌ざわりと風合い
“ 繊維の宝石 ” とも呼ばれるカシミヤを100% 使用。
上品な風合いが際立ち、ソフトでしなやかな肌ざわり。
軽い着心地なのに暖かさ抜群です。

for

WOMEN

NEW

新 登場の
3Dカシミヤ

MEN

MEN

WOMEN

WOMEN

カシミヤ
クルーネック
セーター

カシミヤ
タートル
ネックセーター

3D カシミヤ
クルーネック
セーター

3Dカシミヤ
タートルネック
セーター

的な製法を駆使した新作ニ

¥12,900

¥12,900

¥9,990

¥10,900

ット。縫い目のない やさし

カシミヤ100%を、しっかり

一枚でもサマになる、
しっか

無縫製 で作る新しいベーシ

袖口や裾、襟ぐりは伸びにく

密に編み上げました。重ね着

り目の詰まった編み地。なめ

ックニット。高い技術で、ゆ

いつくりに。毛玉ができにく

や着回しもしやすい王道のク

らかな肌ざわりと高い保温性

とりのある着心地とすっきり

い加工を施し、家庭での手洗

ルーネックデザイン。

で、真冬でも暖かく。

見えるシルエットを両立。

いでも風合い長持ち。
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※

一着丸ごと編み上げる革新
※

い着心地と立体的なシルエ
ットで、カシミヤの上質な素
材感も際立ちます。

MEN

MEN

WOMEN

WOMEN

スフレヤーン
カーディガン
¥3,990

3Ｄスフレヤーン
クルーネック
セーター

スフレヤーン
モックネック
セーター

スフレヤーン
ショート
カーディガン

大きめサイズで丸みのある、

¥3,990

¥2,990

¥2,990

ゆったりシルエット。軽い着
心地で、
さっと羽織れるアウ
ターとしてもおすすめ。

ラグランスリーブと豊かなス

軽くやわらかな素材感と、ボ

チクチクしにくいやわらかニ

トレッチ性もあいまって、快

リュームのある袖がやさしい

ット。トレンド感のある短め

適な着心地。無縫製※で編み

雰囲気。今季はすっきりとし

丈とボリュームのある袖が特

上げた3Dニットです。

たシルエットにアップデート。

徴です。全 5 色展開。

※ネームタグなど一部縫製している箇所がございます。
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EXTRA FINE MERINO
美しい発色と
なめらかな肌ざわり
髪の毛より細い19.5マイクロンの糸を使用し、
繊細に編み上げたハイゲージニット。美しい発色と光沢感、
さらに天然ウールならではの優れた保温性を発揮します。

PREMIUM LAMBSWOOL
暖かみのある風合いと
やわらかさ
ふっくらとしたボリューム感が見た目にも暖かなラムウール。
19.5マイクロンの極細糸を使用しているので、
チクチクしにくく肌あたりやわらかです。

洗濯機で手軽に
洗えるメリノ
ウール100%なのに、家庭の

MEN
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MEN

WOMEN

WOMEN

洗濯機で洗えるマシンウォッ

MEN

MEN

MEN

WOMEN

シャブル仕様。いつも気持

プレミアムラム
タートルネック
セーター

プレミアムラム
クルーネック
セーター

プレミアムラム
Ｖネック
カーディガン

プレミアムラム
クルーネック
セーター

¥3,990

¥2,990

エクストラファイン
メリノＶネック
セーター

エクストラファイン
メリノクルーネック
セーター

エクストラファイン
メリノリブタートル
ネックセーター

エクストラファイン
メリノクルーネック
セーター

¥3,990

¥3,990

¥2,990

¥2,990

¥2,990

¥2,990

ちよく着ることができ、洗濯
を繰り返しても上品な風合い
は長持ち。

目の詰まった編み地とすっき

肩や胸周りの設計を見直し、

一枚でも、重ね着でも活躍す

ルーズすぎない上品なシル

ゆとりのあるシルエットのタ

ラムウールのふっくらとした

前立ての裏にテープを配しヨ

今季は脇部分の設計を変更

りとしたシルエット。仕事着

着心地のよさを追求。定番

るリブニット。なめらかな質

エット。袖や裾のリブは編み

ートルネック。コートやジャ

質感が際立ち、軽く暖か。ほ

レを防止。すっきりきれいに

し、すっきりとしたパターン

にも相応しい、品のあるスタ

色からビビッドカラーまで豊

感と美しい光沢感が、上品な

地の強さを調整し、ほどよい

ケットの挿し色になる、発色

どよくカジュアルな印象で、

着こなせます。便利なフロン

に。ポップで明るいカラーも

イルに進化しました。

富に揃います。

印象を与えます。

フィットに改良しました。

のよいカラーが揃います。

毎日の着こなしにも重宝。

トポケットがアクセントに。

充実の全 9 色展開。
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CLEAN

CASUAL

ビジネスシーンでも活躍。

一枚でもレイヤードでも。

きちんと見えて機能的なシャツ。

豊富な色柄やシルエットが揃います。

MEN

WOMEN

ファインクロス
ブロードシャツ

ソフトブラッシュド
チェックシャツ

¥2,990

¥2,990

上質な糸を使用した発色のよい生

モダンな色柄に、抜け感のあるス

地は、なめらかさとしなやかさが

キッパー襟。ゆったりとしたシルエッ

特徴。細部までこだわった 1 9 種

トで、羽織りとしてもおすすめです。

類の色柄がラインナップ。

S H I RT C O LLE CT I O N

カジュアルからクリーンまで、
あなたの毎日はシャツで変わる

MEN

WOMEN

スーパーノンアイロン
スリムフィットシャツ

フランネル
チェックシャツ

¥2,990

¥2,990

コットン100％の肌ざわりに、洗濯

コットン1 0 0% の生地を両面起毛

後シワになりにくい形態安定加工※

でやわらかな風合いに。チェック

をプラス。さらに洗濯後は、乾燥機

は大人でも品よく楽しめる小・中

にかけても大丈夫な仕様。

柄を中心に揃えました。

※洗濯条件によっては軽いアイロンがけが必
要な場合があります。

MEN
MEN

毎日袖を通したくなるこだわりのシャツを、

ノンアイロン
ジャージー
ストライプシャツ

シーン別にラインナップ。
よりよい素材と、時代に合わせたシルエットからは、
確かなものづくりと創意工夫が感じられるはず。

¥2,990
シャツ地のように見えて、ジャージー
素材。抜群の着心地で支持される
ノンアイロンシャツ。

エクストラファイン
コットンブロード
チェックシャツ
¥2,990
世界でも希少な「超長綿」を使った
生地は、なめらかで上品な光沢感が
特徴。発色のよさを活かした24 種
の色柄が揃います。

WOMEN

MEN

レーヨンプリント
ブラウス

フランネル
チェックシャツ

¥2,990

¥2,990

シルクのような美しいドレープ感と、

コットン100％の生地を両面起毛さ

なめらかな肌ざわりが魅力のレーヨ

せたやわらかな風合い。厚みの異

ン素材。シワになりにくいので、毎

なる2タイプの生地に、3 0 種類以

日気兼ねなく洗えます。

上の色柄が登場。

TOPICS
レスポンシブルレーヨンとは？
原材料の責任ある調達を実施。繊維の元にな
る木材パルプを、認証を受けた森から調達。ま

MEN

オックスフォード
シャツ
¥2,990

た、製糸工程のCO2 排出量を約 49%※削減して

3本の糸を撚り合わせた糸で作った

います。

生地は、丈夫なのにしなやかな着心

※ Sustainable Apparel Coalition
（SAC）
が開発したHigg Materials Sustainability
Index（ Higg MSI at msi.higg.org）V3.3 を用いて算出。

地。ボトムスにタックインしても、
羽織ってもサマになります。

※（株）ファーストリテイリングが算出した数値であり、検証数値ではありません。
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9

スウェットシャツ

スウェットシャツ

スウェットパンツ

¥2,990

¥2,990

¥2,990

ベーシックなクルーネックの

スウェットパンツ

コットン10 0％のスウェット

¥2,990

パンツと、フィット感のある

暖かな裏面ボアのスウェット

スウェットはピンクをチョイ
ス。インナーに華やかなグ
リーンのニットを入れて、新
鮮な色合わせを楽しんで。

¥2,990

ニットカーディガンのフレッ

すっきりと着こなせるバラン

シュな組み合わせで、今年ら

スのいいシルエットを活かし

しい垢抜けたスタイルに。

たセットアップ使い。挿し色

ヒートテックボア
スウェットパンツ

パンツで、スタイルに抜け感
を。きれいめなコート＆ニッ
トもほどよくカジュアルに着
こなせます。

と異素材をミックスして、コ
ーディネートに立体感を。

SWEAT
SH I RT

SW EAT C O LLE CT I O N

SWEAT
PANTS

自分らしく、自由に楽しむスウェットスタイル

色使いや素材合わせを楽しんだり、サイズ選びで旬のバランスを取り入れたり。
最適なスウェットを取り入れて、自分らしい定番カジュアルを手にしてみて。

ストレッチドライ
スウェット
プルパーカ

スウェット
プルパーカ

スウェット
フルジップパーカ

¥3,990

¥3,990

ドライスウェット
クロップド
フルジップパーカ

¥3,990

クラシカルなデザインのプ

大きめサイズのメンズのフル

¥2,990

張り感のあるストレッチドラ

ルパーカは、
トレンドのグリ

ジップパーカを、レギンスに

ーンをチョイス。上品な色使

合わせたスポーティなスタイ

ドライスウェット
タックテーパード
パンツ

イスウェットプルパーカは、
フレアスカートとも相性抜
群。使う色みを抑えること

いで、アクティブなスタイル

ル。ヒップが隠れることで、

をアップデート。

より美脚に見えます。

¥2,990

で、品のある雰囲気に。

軽やかなドライスウェットの
セットアップに、トラッドな

PULLOVER
PARK A
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FULL ZIP
PARK A

ジャケットを合わせて。中に
着たスポーツブラでヘルシ
ーな抜け感をプラス。
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1. Single Breasted Coat

2. Cotton Blouson

3. Pocketable UV Protection Parka
（3D cut）

13. Windproof Outer Fleece Jacket

14. Windproof Outer Fleece
Single Breasted Coat

UN IQ LO’S

a. Over Shirt Jacket

4. MA-1 Blouson

OUTER

12. Double Face Long Coat

COLLECTI ON

15. Double Face Short Coat

定番のフリースやデザインと暖かさで選べるダウ
ン、毎日のおしゃれを楽しくするジャケットやコ
ートなど、今シーズンは例年以上に、アウターが
豊富にラインナップ！ さまざまなバリエーション
から、相棒となる一着を探してみませんか？
5. Denim Cropped Jacket

b. Ultra Light Down Vest

6. Corduroy Cropped Jacket

9. Double Breasted Jacket

16. Duffle Coat

7. Utility Parka

8. BLOCKTECH Parka
（3D cut）

19. Stadium Jacket

10. Comfort 2B Jacket

11. Over Shirt Jacket

22. Warm Padded Quilted Vest

1. MEN ステンカラーコート ¥9,9 9 0 2. WOMEN コットンブルゾン ¥3,9 9 0 3. MEN ポケッタブル UV カットパーカ
（ 3D カット）¥3,9 9 0 4. WOMEN MA-1ブルゾン ¥5,9 9 0 5. WOMEN デニムクロップドジャケット

17. Pea Coat

c. Double Face Short Coat

18. Balmacaan Coat

（Wide Quilt）

20. HEATTECH Warm Padded Jacket

21. Windproof Padded Coat

23. Ultra Light Down Shiny Puffer Jacket

24. Ultra Warm Hybrid Down Coat

コート ¥4,990 15. WOMEN ダブルフェイスショートコート ¥7,990 16. MEN ダッフルコート ¥12,900 17. MEN ピーコート ¥9,990 18. MEN シングルブレストコート ¥9,990 19. MEN スタジアムジャンパー ¥7,990

¥4,990 6. WOMEN コーデュロイクロップドジャケット ¥4,990 7. MEN ユーティリティパーカ ¥6,990 8. MEN ブロックテックパーカ
（ 3D カット）¥6,990 9. WOMEN ダブルジャケット ¥6,990 10. MEN コンフォート

20. MEN ヒートテックウォームパデッドジャケット ¥5,990 21. MEN 防風パデッドコート ¥9,990 22. WOMEN ウォームパデッドキルティングベスト ¥3,990 23. WOMEN ウルトラライトダウンシャイニーボリュームジャ

2B ジャケット ¥6,990 11. MEN オーバーシャツジャケット ¥5,990 12. WOMEN ダブルフェイスロングコート ¥9,990 13. MEN 防風アウターフリースジャケット ¥4,990 14. WOMEN 防風アウターフリースステンカラー

ケット ¥8,990 24. MEN ウルトラウォームハイブリッドダウンコート ¥17,900 a. オーバーシャツジャケット ¥5,990 b.ウルトラライトダウンベスト
（ワイドキルト）¥4,990 c. ダブルフェイスショートコート ¥7,990

アウターを主役につくる！
秋冬のトレンドスタイル
秋冬のおしゃれはアウターしだい。
4つのスタイルごとに、
必需品と呼ぶに相応しいアウターを厳選。

PREPPY

FRENCH CHIC

ダブルジャケットで演出する
トラッドな着くずし

ロングコートで叶える
レディなスタイル

フランネルチェックシャツ￥2,9 9 0、エクストラフ
ァインメリノリブタートルネックセーター￥2,990、

プリント V ネックフレアワンピース￥4,990、
リブ
ハイネック T ￥1,500、ウールベレー￥1,990、レ

ケーブル V ネックベスト￥1,990、バギージーンズ

ザータッチミニツールショルダーバッグ￥1,990、

￥3,9 9 0、レザータッチ2WAY ボストンバッグ￥
2,990、
レギュラーソックス3P
（クルーリブ）
￥990

ヒートテックソックス2P ￥990

ワードローブに加えたい
自分好みの一着を。

カジュアルに羽織れる
軽やかなウール混素材
洗練されたロングアウターで
エレガントな気分を満喫

WOMEN

WOMEN

ダブルジャケット

ダブルフェイスロングコート

¥6,990

¥9,990

ガンクラブチェックのジャケットは、
カジュア

ゆったりとしたリラックスシルエット。大きめ

ルボトムスと好相性。軽い着心地で重ね着自

の襟と深い前合わせが、豊かな落ち感を演出。

在。ボタンを開けたときも美しくキマります。

付属ベルトを締めれば、
エレガントな印象に。

プレッピーな着こなしにおすすめのアウター

フレンチシックな着こなしにおすすめのアウター
1

3

1

1

2

3

1

2

3

MEN

WOMEN

MEN

WOMEN

WOMEN

MEN

オーバーシャツ
ジャケット

MA-1ブルゾン

スフレヤーン
ベルテッドニット
コート
（スムース）

ダッフルコート

¥4,990

¥5,990

スタジアム
ジャンパー

¥5,990

ウィメンズに MA-1が 新 登

¥7,990

リラックス
テーラード
ジャケット

肩を落としたリラックスフィ

場。中綿が入っているので

異素材コンビとカラーブロッ

¥6,990

ット。ぬくもりのある素材感
で、肌に刺激が少なく軽量。
ポケットも充実し、気軽なア
ウターとして最適です。

暖かく、秋口から冬まで使え
る便利な一枚。今年らしい
ショート丈が特徴。

クが特徴のスタジアムジャ
ンパーは、着こなしに取り入
れるだけで旬な印象に。カジ
ュアルな装いと相性よし。
2

14

適度なボリュームと落ち感が

チクチクしにくく、しっとり

出るように、肩周りにゆとり

となめらかな肌ざわりのスフ

を持たせたフォルム。スマー

レヤーンコートは、外着とし

トアンクルパンツとセットア

てはもちろん、家でのリラッ

ップで着こなせます。

クス時間にも。

3

¥12,900
肉厚ながら軽やかで、暖かく
快適な着心地が魅力。肩を
落としたオーバーサイズで広
めの袖口は、アジャスターボ
タンで調節可能。
2
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CITY CASUAL

SMART STYLE

カジュアルジャケットでつくる
アクティブな着こなし

シングルコートで魅せる
スマートな佇まい

フリースボタンナッププルオーバー￥2,990、
フラ
ンネルチェックシャツ￥2,990、
ソフトタッチター

ウォッシャブルミラノリブセーター￥2,990、スー
パーノンアイロンシャツ￥2,990、シルクネクタイ

トルネック T ￥1,500、ワイドフィットワークパン

￥1,990、スマートアンクルパンツ
（ウールライク）
￥3,990、イタリアンオイルドレザーベルト￥2,990、
アーガイルソックス￥390

ツ￥3,990、UV カットハット￥1,990、ヒートテッ
クパイルハーフソックス￥590

休日のカジュアルシーンにも
ビジネスにも使える万能コート

本格ワークウェアを再現した
ヴィンテージ風ジャケット

MEN

MEN

ユーティリティジャケット

シングルブレストコート

¥4,990

¥9,990

伸縮性のあるコットンモールスキン素材に、

スマートなデザインに上質なムード漂う素材

洗い加工をかけて風合いをアップ。カーキ

感が魅力。リラックスシルエットでありなが

をはじめ、ワークテイストを存分に楽しめる

ら、クリーンな装いにも対応します。仕事着

3 色がラインナップ。

に合わせても、難なくキマります。

シティカジュアルな着こなしにおすすめのアウター

スマートスタイルな着こなしにおすすめのアウター
1

3

1

1

2

3

1

2

3

WOMEN

MEN

MEN

WOMEN

WOMEN

MEN

コットンブレンド
パーカ

ブロックテック
パーカ（ 3Dカット）

デニムジャケット

¥6,990

ストレッチ素材のデニムは動

ブロックテック
リラックス
ハーフコート

コンフォート
2B ジャケット

¥4,990

ブラッシュド
ジャージーシャツ
ジャケット

きやすく、快適な着心地。美

¥3,990

¥9,990

ビジネス対応のジャケットを

メランジ調の生地がシックな

耐久撥水と防水※、防風、透

ジャージー素材で仕立てた

Aラインのリラックスフィッ

耐久撥水性と防風性、透湿

ト。立体感のあるフードが顔

性に優れたユニクロオリジナ

周りをすっきりと演出。ウエ

ルの素材。肩周りを立体的

ストのドローストリングでシ

な3 Dカッティングにするこ

ルエットの変化を楽しめます。

とで、動きやすいつくりに。

¥4,990

しいボックスシルエットで、
どんなトップスとも合わせや
すいのもポイントです。
2
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印象のシャツジャケット。リ

湿に優れたブロックテックの

ラックスした着用感はそのま

コートは、都会的で洗練され

まに、縦長シルエットにアッ

た一着。フードは取り外し可

プデートしました。

能です。

※ 完全防水ではありません。長時間の降雨を受けると濡れる場合があります。

3

¥6,990

一着。すべりのよい裏地を
配し、着脱のストレスを解消。
家庭での洗濯が可能です。
2
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軽くて日常使いに便利なダウンから、

4タイプの個性から選ぶ
自慢のダウンコレクション

真冬でもしっかり暖かい防寒タイプまで。

TOPICS ユニクロが取り組む、ダウンとフェザーの責任ある調達

あらゆるシーンで活躍する、

ユニクロでは、動物に配慮した方法で育てられ採取されたダウンやフェザーを使用する取り組みを
進めています。2019 年末時点で、ダウン商品の生産に携わるすべての取引先縫製工場が第三者認

進化し続けるユニクロのダウンが集結。

証を取得しており、今後もこの取り組みを継続していきます。
※ リサイクルダウンジャケットは除く。

HYBRID DOWN

ULTRA WARM DOWN

約268g※の軽さと暖かさを両立

雨風を通しにくいシームレス仕様

すっきり見えて、しっかり暖かい

ユニクロアウターの中で最上級の暖かさ※

保温効果の高いプレミアムダウンを採用。

身頃に縫い目がないので雨風を通しにくく、しっかり暖かい。

ダウンと吸湿発熱中綿を合わせたハイブリッド構造は、

アルミプリント・ダウン・中綿を使用した 3 層構造で抜群の暖かさ。

驚くほど軽量で、持ち運びに便利な収納ポーチ付き。

素材のマットな質感が洗練された印象の一着。

暖かいのに動きやすく、見た目もすっきり。

着ぶくれして見えないよう計算された設計が特徴。

※ 2022 年 7 月28日〜 2023 年 3 月31日までの期間にユニクロで販売するアウター内。

SEAMLESS DOWN
※ 22FW ウルトラライトダウン メンズ Lサイズで計測。

ULTRA LIGHT DOWN

WOMEN

MEN

WOMEN

MEN

WOMEN

MEN

WOMEN

MEN

ウルトラライトダウン
リラックスジャケット

ウルトラライトダウン
ベスト
（ワイドキルト）

シームレス
ダウンパーカ

シームレス
ダウンパーカ（ 3Dカット）

ハイブリッド
ダウンコート

ハイブリッド
ダウンパーカ（ 3Dカット）

¥6,990

¥4,990

¥12,900

¥14,900

¥12,900

¥12,900

ウルトラウォーム
ハイブリッドダウン
ロングコート

ウルトラウォーム
ハイブリッド
ダウンコート

ボトムスを選ばないカジュアルなダイヤ

スタイリングの主役になる、鮮やかなカ

裾のドローコードでシルエット調整が可

こだわりのラグランスリーブと3D カッ

暖かく軽いダウンと、羽抜けしにくい中

スマートシルエットで、アウトドアシー

¥17,900

¥17,900

風キルトのジャケット。

ラーバリエーションがラインナップ。

能。スタイリングの幅が広がります。

ティングで動きやすく、見た目もスマート。

綿を使用したハイブリッドな一着。

ンだけでなく、普段使いにもぴったり。

デイリーに着やすいスポーティでカジュ

カジュアルに取り入れやすい、
シンプルな

アルなデザイン。小雨を弾く撥水性も。

デザイン。極寒地でもスタイリッシュに。
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暖かさの秘密は「空気の層」！
新登場のウォームパデッドアウターとは？

for

その暖かさの秘密は、繊維の間にある空気の層。

¥4,990
カーディガン感覚で羽織れる一枚。オ
リーブ、ベージュ、ワインをはじめ上

WOMEN

品なカラーが揃います。

¥5,990
インナーとしても使いやすいカジュア
ルブルゾン。マットな生地の質感とほ
どよいリラックスシルエットも魅力。

WOMEN

ウォームパデッド
キルティングジャケット

for

MEN

ヒートテックウォーム
パデッドジャケット

独自のヒートテック中綿で
薄くてもしっかり暖かい

中綿を使ったウォームパデッドアウター。
新しいアウターの機能性を、丁寧に紐解きます。

MEN

メンズのウォームパデッドが目指した
のは、さっと羽織れる高機能な薄手の
アウター。薄いシート状の中綿にユニ
クロ独自のヒートテック機能を応用す
ることで、中綿自体が発熱し驚きの暖
かさを実現。袖口や首周りにはリブを
あしらい、
冷たい風もしっかり防ぎます。
デザインは、スタイリッシュな雰囲気の

空気を含む粒状の中綿で
ふっくら暖かい

ダイヤキルト。薄くて暖かいので、さま
ざまなスタイルで活躍します。

ウィメンズのウォームパデッドは、東レ
と共同開発の
「粒綿」
と呼ばれる中綿を

MEN

採用。丸い粒状の綿が生地の間に空気

ヒートテックウォーム
パデッドベスト

の層をつくり出すことで、体の熱が外に
逃げにくい仕組みが特徴です。ふんわ

¥3,990

りとした着心地と暖かさを両立させまし

コートやジャケットの下に着られるベ

た。美しいキルトデザインは乗馬用の

スト。襟元は内側に折りたたんで V ネ

アウターにルーツのある王道のダイヤ

ックにもなる仕様。

繊維の中心が空洞で、その分軽く、空気を
多く含む「中空原綿」を採用。

キルト。さらに丸みのあるシルエットに
することでよりアウターらしい、トラデ
ィショナルで品のある雰囲気に仕上げ
ています。軽くて暖かい、新しいアウタ
ーの誕生です。

for

KIDS & BABY

粒状の中綿で暖かく、
さらに洗濯機でも洗える
キッズ・ベビーのウォームパデッドにも、
「粒綿」
が使われています。粒状の中綿

空気をたっぷり含んだ粒状の綿が、衣服内の熱を保ちます。

はとても軽いので、小さい子どもが着て

保温性を高めるメカニズム

も動きやすいうえに、汚れても洗濯機

中綿とは、ポリエステルなどの繊維からつくられる綿のこと。繊維の間に

ですぐに洗える仕様のため使い勝手抜

たくさんの空気を含んだ構造が、衣服内の温度を保ち、暖かさが続きます。

群です。ほかにも取り外しできるフー
ドや、ファスナーが肌に直接あたらない
ためのチンガード、ネームタグなど、子
どもの目線で考えた工夫がたくさん詰

WOMEN

ウォームパデッド
キルティングベスト
¥3,990
寒い季節の防寒にコートの下にも着ら
れるベストタイプ。美しいキルトデザ
インでクリーンに着こなせます。

20

まったアウターです。

KIDS & BABY

ウォームパデッド
ウォッシャブルパーカ
各¥3,990
デイリーに活躍するアウター。落ち着
いた定番カラーと明るくアクティブな
カラーがラインナップ。
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アウトドアでも、日常でも
用途とスタイルで選ぶフリース

表地
風

ファーリーフリース

［なめらかで、抜群の肌ざわり］

フィルム

暖かくてやわらかな着心地と、暮らしに溶け込む多彩なデザイン。

裏地

定番のロングセラーをはじめ、より暖かい防風フリース、

衣服内

MEN / WOMEN

ファーリーフリース
フルジップジャケット

肌ざわり抜群のファーリーフリースなど、3種の個性を紹介。

風を通しにくい 3 層構造

防風フリース

各¥2,990

薄さ0.008mm の防風フィルムを使用したフ

先シーズンよりも毛足が長くなりふんわり感

リース素材は、風を通しにくく、衣服内の暖か

がアップ。素材は100%リサイクルポリエス

さをしっかりキープ。極薄フィルムを使用し

テル※。合わせやすい定番カラーから、明るく

ているため、
ごわつかず肌ざわりもやわらか。

カラフルな色までラインナップ。

［ 風を通しにくく、より暖かい］

定番フリース

［進化し続けるベーシック］

MEN

フリース
フルジップジャケット
各¥2,990
20 年以上のロングセラーが、今年から100%
リサイクルポリエステル※ になりました。全
18 色、豊富なカラーバリエーション。

※ 縫い糸、ファスナーなど一部異なる場合があります。
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WOMEN

MEN

MEN

WOMEN

防風アウターフリース
リブブルゾン

防風アウター
フリースパーカ

防風アウター
フリースジャケット

防風アウターフリース
ステンカラーコート

¥3,990

¥4,990

¥4,990

¥4,990

寒い季節に頼もしい、防風機能を備えたフリ

防風フリースを採用したパーカ。肩部分は、

アウトドアシーンにも活躍するフリースジャ

ふんわりとしたボア素材で、カジュアルに着

ース素材のアウター。ワンピースやハイライ

リュックを背負う際などの摩擦に強い生地に

ケット。腕まくりしても落ちにくい袖口や手

こなせるコート。膝上までかかるミドル丈で

ズボトムスとも相性のいいクロップド丈で、

改良。ポケットの内側はマイクロフリース仕

袋をしていても開閉しやすいファスナーなど、

しっかり暖か。ゆったりめのシルエットでざ

スタイリッシュに着こなせます。

立てで暖かな肌ざわり。

細部にまでこだわりを追求。

っくり軽やかに羽織れます。

TOPICS ペットボトルを服に再生
回収されたペットボトルを分別、粉砕、洗浄し、再生チップに。それを原料にした糸から、新
しい服をつくる取り組みを進めています。今シーズンから、
ファーリーフリースとメンズのフ
リースフルジップジャケットは、身生地の100%リサイクルポリエステル化を実現しました。
※ 混率は商品により異なります。商品に付いているパッケージ、もしくはケアラベルを参照してください。
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SKINNY FIT

SKINNY FIT

SLIM FIT

TOPICS

SLIM FIT

ジーンズを、地球品質へ
ジーンズの自然に色落ちした風合い
を出すために、これまでは大量の水と
手作業を必要としていました。デニム
の聖地・ロサンゼルスで生まれた新し
い技術「ブルーサイクル」は、水の使
用量を大幅に削減し、レーザーで加工
を行うことで手作業をかつてなく軽減。
未来のジーンズづくりにつながる、地
球と人にやさしい次世代テクノロジ
ーです。

1

2

1

WIDE FIT

R EG U L A R F I T

2

WIDE FIT

加工時の水の使用量を
最大 9 9 % ※ 削減

「オゾンガス洗浄」や、水をほとんど使わない
「ナノバブル洗浄」を可能にするウォッシュマ
シーンを導入。クオリティはそのままに、わず
かな水で表情豊かなジーンズを仕上げる工程
が実現しました。
3

UN IQ LO’S

BOTTOMS
COLLECTION

こだわりの
フィット別ジーンズ
エッセンシャルなデザインとシルエット。

4

1

2

ウルトラストレッチ
ジーンズ
¥3,990

ストレッチ
セルビッジスリム
フィットジーンズ

見た目は本格派のデニムな

¥3,990

がら、抜群の伸縮性で動きや
すく楽なはき心地。

3

※ 2017年メンズレギュラーフィットジーンズと2018年同型
商品との比較。商品によって、水の削減量が異なります。

手作業からマシーンへ
工場で働く人の負担を軽減

赤耳付きのセルビッジデニ
ムは、世代やシーンを問わな
いオーセンティックな一本。

3

4

1

2

3

レギュラーフィット
ジーンズ

ワイドフィット
ジーンズ

スリムフレア
ジーンズ

バギージーンズ

¥3,990

¥3,990

ウルトラストレッチ
スキニーハイライズ
ジーンズ

¥3,990

誰でも着こなしやすいミッド

本格的なコットン1 0 0％の

縫製やポケットなど、細部に

¥3,990

流行に左右されずに

本格的な見た目のデニム地

13.5オンスデニムを使った、

ワークテイストをちりばめた

を使用したフレアシルエッ

長く愛用できるデザインが集結！

こだわりの一本。

ワイドシルエットのジーンズ。

ユニクロジーンズ史上最高
のストレッチで、抜群のフィ

ト。さりげなく美脚を演出。

¥3,990

サンドペーパーを使い、一本一本人の手で行う
従来のヴィンテージ加工は、働く人にとって大
きな負担でした。新たに導入したレーザーマシ

ライズは、旬のショート丈ト

ーンが、こうした手作業を劇的に軽減。機械で

ップスと好相性。

も今までと同様の自然なユーズド感を出すこと
に成功しました。

ット感と脚長効果を実現。
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機能もデザインも追求した、秋冬のボトムスコレクション

秋冬の着こなしの主役になる一本が、きっと見つかるはず。

ブラッシュド
ジャージーパンツ

スマートアンクル
パンツ

ヒートテックウォーム
イージーパンツ

アシンメトリー
プリーツスカート

ウルトラストレッチ
ハイライズレギンスパンツ

ドレープフレア
パンツ

¥3,990

¥3,990

¥3,990

¥3,990

¥2,990

¥2,990

セットアップで

カラーニットで

ウォームカラーでつくる

ハンサムな MA-1と

スタイル UP な

ドレープ引き立つ

モードな表情

色合わせを楽しむ

上品スタイル

MIX して

ミニマルシルエット

ワントーンコーデ

クリーンなスタイルにもマッチする、暖

クリーンにもカジュアルにも使える

裏地にヒートテックフリースを使用し、

2 種類のプリーツを使った新しいデザ

360 度伸びるウルトラストレッチ素材

美しいドレープ感を生むクレープ素材

かみのあるジャージー素材。すっきり

“スマパン” は、リサイクルポリエステ

一枚でしっかり暖かい。縦横に伸びる

インが、コーディネートのアクセント

のレギンスは、楽にはけてきちんと感も

は、
フレアシルエットにぴったり。さら
にセンタープリーツを入れたことで、美

見えながら、ウエストはゴム仕様で楽

ルを一部使用した素材にアップデート。

2WAY ストレッチと、後ろがゴムになっ

に。素材の光沢感とドレープが、歩い

両立。腰の位置が高く見えるハイウエ

ちん。ハイウエストとストレートシルエ

縦横に伸びる2WAY ストレッチとテー

たウエストで楽なはき心地を実現。今

たときにエレガントな表情を演出しま

ストタイプで、
トレンドのクロップドア

脚効果も。きれいめスタイルはもちろ

ットのおかげで、脚が長くきれいに見

パードシルエットで、
きれいめなのにリ

季はウエスト周りのギャザーを減らし、

す。シワになりにくく、
ウエストはゴム

ウターや、
トップスをインする着こなし

ん、カジュアルコーデも品よくキマる便

えます。同素材のジャケットも展開。

ラックスしたはき心地が特徴です。

よりすっきりさせました。

仕様だから気負わずにはけます。

にもマッチするからうれしい。

利な一本。

OT H E R CO L OR
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オーセンティックな定番に、高機能に裏打ちされた快適なはき心地、旬のデザインやシルエットまで幅広くラインナップ。

OT H E R CO L OR

OT H E R CO L OR

OT H E R CO L OR

OT H E R CO L OR

OT H E R CO L OR
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スマートアンクルパンツ
（ウールライク）

ヒートテックウォーム
イージーパンツ

スリムフィット
チノ

タックテーパード
パンツ

スマートアンクルパンツ
（コーデュロイ）

ワイドフィット
ワークパンツ

¥3,990

¥4,990

¥3,990

¥3,990

¥3,990

¥3,990

クリーンで洗練された

挿し色を効かせた

秋冬カラーでまとめる

抜け感のある

モノトーンのチェックが

きれいめに着こなす

カジュアル MIX

アクティブスタイル

王道カジュアル

爽やかプレッピー

映える上品な装い

デニム・オン・デニム

クリーンな見た目と、2WAY ストレッチ

ヒートテックフリースを裏地に使用し

生地の縦糸にスーピマ糸を使い、より

タックが入ったワイドなテーパードシ

縦横に伸びる2WAY ストレッチのコー

ペインターパンツをもとにデザインさ

の楽なはき心地を兼ね備えた “スマパ

ているから、一枚でしっかり暖かく、撥

やわらかな肌ざわりにアップデート。

ルエットは、ほどよくリラックス感があ

デュロイ素材だから、見た目以上に快

れた、ゆったりフィットのワークパンツ。

ン” が、肉厚な素材にアップデート。カ

水機能もあり利便性も抜群。さらにス

膝下にゆとりを持たせたことで、腰周

りながらもクリーンな印象。ウエストは

適なはき心地。ウエストのゴム部分は、

デニム素材だからどんなコーディネー

ジュアルなトップスとも相性がよく、ス

トレッチ素材と動きやすいパターン設

りから裾まですっきり縦長に見えます。

ゴム仕様だからはき心地も快適です。

外から見えない仕様なのもうれしい。

トにも取り入れやすく、着回し自由自在。

リムなフィットとテーパードシルエット

計ですっきり見えて、アウトドアだけで

カジュアルからクリーンなスタイルま

カジュアルもクリーンもこれ一本で着

明るめのアウターやニットに合わせれ

同素材のジャケットとのセットアップ

でより洗練された印象に。

なく街着としても活躍します。

で幅広く着られる一本です。

回せます。全 4 色展開。

ば、より上品な着こなしが完成。

スタイリングもおすすめです。

OT H E R CO L OR

28

OT H E R CO L OR

OT H E R CO L OR

OT H E R CO L OR

OT H E R CO L OR

OT H E R CO L OR
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ヒートテック

秋冬の日常着に

推奨気温

クルーネック T シャツ ￥990

薄くて軽いのに、暖かい。肌寒い秋から冬まで活躍する万能インナー。

5 〜 20

MEN

C

※1

着ぶくれせず、ストレッチが効いてやわらかな着心地です。

ヒートテックで、
あったか冬支度
冬のおしゃれを変えてくれる、
ヒートテックインナー。
薄くて軽いのに暖かいから、
重ね着してもすっきり着られて、
ファッションを自由に楽しむことができます。
今季は一枚でもサマになるアイテムが
新登場し、ラインナップがさらに充実。

N EW

WOMEN

MEN

WOMEN

KIDS

BABY

ヒートテック
タートルネック T シャツ

ヒートテック
U ネック T シャツ

ヒートテック
U ネック T シャツ

ヒートテック
U ネック T シャツ

¥990

¥990

¥790

¥790

寒い日や外出時に

推奨気温

暖かさは通常のヒートテックの約1.5 倍※2。肌面にコットンを100% 使用。

-5 〜 15

C

※1

ヒートテックシームレスリブ
タートルネック T シャツ ￥1,990

高機能がつまった
次世代インナー、ヒートテック
ヒートテックの暖かさの秘訣は、体が発する水蒸気を熱に変え
る特殊な繊維にあります。薄いのにしっかり暖かいので、重ね
着によるごわつきや着ぶくれを解消してくれます。

N EW

MEN

WOMEN

KIDS

ヒートテックコットンワッフル
クルーネック T シャツ

ヒートテックコットン
クルーネック T シャツ

ヒートテックコットン
クルーネック T シャツ

¥1,990

¥1,990

¥1,290

ヒートテックウルトラウォーム

特に寒い日や、終日屋外で過ごす日に

推奨気温

クルーネック T シャツ ￥2,990

暖かさは通常のヒートテックの約 2.25 倍※2。リッチな裏起毛で、極寒でも快適に過ごせます。

-20 〜 10

MEN

C

※1

生地自体が発熱するから暖かい
体から発せられる水蒸
気をレーヨン素材が巧
みに吸着。水分が発す
るエネルギーを利用して
発熱します。

保温性にも優れた極細繊維
髪の毛の1 0 分の1の極

MEN

WOMEN

KIDS

逃げず、高い保温性を実

ヒートテックウルトラウォーム
タートルネック T シャツ

ヒートテックウルトラウォーム
クルーネック T シャツ

ヒートテックウルトラウォーム
クルーネック T シャツ

現しています。

¥2,990

¥2,990

¥1,500

細繊維を使用しているた
め、暖まった空気が外へ

30

※1 他の衣服と組み合わせて着用いただいたときの目安です。感じ方には個人差があります。 ※2 衣類の熱抵抗を表す CLO 値を元に算出。通常のヒートテックとの比較。
※3 WOMENヒートテックシームレスリブ T シャツは除く。

31

冬の装いに欠かせない、使えるグッズが集合

家がもっと、好きになる
心地よいルームウェア

冷たい風が頬をなでたら、冬小物の出番です。
ストール、ニット帽、靴下など、日常着をアップデートする冬のあったかグッズをピックアップ！

とろけるようにやわらかく、のびのびと動きやすいから
着ていることを忘れてしまう。そんなルームウェアが、

S TO L E & S CAR F

家をもっと居心地のいい場所にしてくれるはず。

1

BEAN I E

2

3

4

G LOV E S
MEN

KIDS

WOMEN

ウルトラストレッチ
スウェットセット

エアリズム
コットンパジャマ

¥3,990

エアリズム
ウルトラストレッチ
セット

360 度伸びる伸縮素材でや

¥1,990

なめらかな肌ざわり。サラリ

わらかな着心地。

ドライ機能で汗が乾きやす

と快適なエアリズム素材。

S O C KS
9

10
12

¥3,990

11

く、なめらかな風合いです。

5

6

7
8

1

2

3

4

WOMEN

WOMEN / MEN

WOMEN / MEN

WOMEN / MEN

スフレヤーン
2WAY ストール

ヒートテックマフラー

ヒートテックライニング
パデッドマフラー

ヒートテックリブビーニー

¥1,990

¥2,990

ふんわりとやわらかい肌ざわり。どんなスタ

¥1,990

心地よいフィット感。よりすっきりと見えるフ

やわらかな肌あたりの大判ストールは、ポン

イルとも好相性なシンプルデザイン。

ボリューム感のあるパデッドマフラーは、肌に

ォルムに仕上げました。

あたる面がヒートテック素材で抜群の暖かさ。

チョとしても使える2WAY 仕様。

WOMEN

WOMEN

MEN

MEN

ウルトラストレッチセット

フランネルパンツ

ニットフリースセット

¥3,990

¥1,990

¥3,990

ニットフリース
イージーアンクルパンツ

軽くてやわらかく、
自由自在に伸びるウルトラ

コットン100% のフランネル生地でとてもや

メランジ調カラーのトップスは、ニットのよう

¥2,990

ストレッチ素材なので、就寝時から家事、運動

わらかく暖かいパンツは、ゆったりとしたスト

な表情で、軽くてふんわりとした肌ざわりの

まで、
さまざまなシーンで快適に過ごせます。

レートシルエットが特徴。かわいいチェック

フリース素材。ボトムスにはなめらかなマイ

ニットのように見えるフリースを使用したア

パンツにサイドポケットが付きました。

柄からお好みのカラーを選んで。

クロフリースを使用。

32

各 ¥990

5

6

7-8

9-12

MEN

WOMEN

MEN

WOMEN

ヒートテックグローブ

グローブ

ヒートテックソックス

ヒートテックソックス（ 2 足組）

各 ¥1,990

各 ¥1,990

各 ¥590

各 ¥990

テーパードシルエットで美しいベーシックな

裏地には、吸湿発熱・保温機能を持つヒート

ヒートテック素材を使用し指先まで暖かく。着

足元を包み込む暖かさ。心地よいフィット感

色や柄のバリエーションが豊富。冷えやす

デザイン。

テックフリースに防風加工もプラス。

こなしに合わせて選ぶ楽しみも。

と丈夫なつくりが魅力。

いつま先まで暖かく包み込みます。

ンクルパンツ。腰周りに適度なゆとりのある
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WO M E N ' S I N N E R

薄い、軽い、やわらかい。素肌のような心地よさ。

1

1

2

ワイヤレスブラ（ウルトラリラックス）
各 ¥2,290
よく伸びるシームレスの解放感に、3 層レイヤーの安心
感をプラス。まるで着けていないかのような軽い着心
地に進化しました。エアリズム素材で蒸れにくく、さら
っとした着け心地。

2

ワイヤレスブラ（レース リラックス）
各 ¥2,290

レースショーツ（ヒップハンガー）
各 ¥590
3

ストレッチ性の高いレースを使用し、快適でやさしい着
け心地のブラレットタイプ。同デザインのレースショー
ツとセットアップで使えます。後ろのホックがなく、肩
紐のアジャスター付き。

3

ワイヤレスブラ（ 3Dホールド）
各 ¥2,290
お客様のリクエストに応え、サイズが増えて、
フィット感
がより細かく合わせられるようになりました。ユニクロ
独自の伸縮カップと胸を立体的にサポートする極薄6層
のレイヤーで軽やかなホールド感が特徴。

4

エアリズム吸水
サニタリーショーツ
¥1,990

4

5

5

エアリズム
キャミソール
¥990

7

30〜40㎖の水分を吸収する吸

襟元は縫い目のないシームレ

水シートなど3 層構造。

ス仕様でひびきにくい。

エアリズムウルトラ
シームレスショーツ
（ヒップハンガー）

7

エアリズム
タンクトップ
¥990

¥590

胸元が気にならないように開
き具合いを調整。

左／ワイヤレスブラ
（ウルトラリラック

右／ワイヤレスブラ（ 3 D ホールド）

ス）¥2,290、エアリズムウルトラシー

¥2,290、エアリズムウルトラシームレ

縫い目がないから、ラインがひ

ムレスショーツ
（ヒップハンガー）¥590

スショーツ（ヒップハンガー）¥590

びきにくく心地よくフィット。

MEN'S INNER

6

6

365日、快適に過ごせるエアリズムインナー。

快適な毎日をサポートする
豊富なインナーウェア
素肌のような心地よさを実現したワイヤレスブラ、

一日中快適を叶える

女性に寄りそう吸水サニタリーショーツ、

エアリズムとは？

快適な肌ざわりを追求したエアリズムインナー。

ドライ、吸放湿、接触冷感、抗菌防臭

あらゆる人の暮らしを快適にするインナーが豊富に勢揃い。

34

など快適機能が満載のエアリズムイ

エアリズム
V ネック T シャツ

エアリズムコットン
クルーネック T シャツ

エアリズムウルトラ
シームレスボクサーブリーフ

¥990

¥1,290

¥990

サラリとした肌ざわりでいつでも快適。

表側はコットン1 0 0% で、T シャツ感覚

縫い目なし、タグなし、ウエストゴムなし

消臭機能付き。

で着られる万能インナー。

でフィット感抜群。

ンナー。暖房の効いた室内と寒い屋
外など、寒暖差が気になる秋冬も一
日中サラサラな着心地が続きます。
汗が気になる夏だけでなく一年中ど
んな気温でも快適に。
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着る人の目線でつくった、キッズ＆ベビー、マタニティ

KIDS

成長に寄りそい、子どもたちの自由で快適な毎日を支える服。マタニティ期の体調や体型の変化に合わせて、
着心地よくおしゃれを楽しめる服。着る人の生活とシーンを第一に考えた、秋冬のラインナップです。

気持ちよくてのびのびできる服、着る度に心がはずむ服。
子どもたちの豊かな毎日のために、どこまでもその目線にこだわりました。
1

2

ふわふわの
着心地でぬくぬく

軽量であったかい

やわらかくて気持ちいい！
3

4

ゆったりなのに
すっきり

自由自在に
伸びて動きやすい
KIDS

ウルトラストレッチ
スウェットシャツ

2

3

4

各 ¥1,990

KIDS

KIDS

GIRLS

KIDS

やわらかくて着心地のよいス
ウェットは、ドロップショル

ファーリーフリース
ジャケット

ウォームパデッド
ウォッシャブルパーカ

タックワイド
テーパードパンツ

ウルトラストレッチ
ドライスウェットパンツ

ダーとリラックスシルエット

各 ¥1,990

各 ¥3,990

各 ¥1,990

各 ¥1,990

が今年らしいデザイン。グラ
フィックもポイント。

36

1

毛足の長いフリースは、ふわふわでやわらか

軽くて暖かい、冬の定番アウター。汚れたら

タック入りのワイドテーパードシルエットが

驚くほど伸びる360度ストレッチ素材なので、

い肌ざわり。定番色はもちろん、ラベンダー、

気軽に洗えるマシンウォッシャブル仕様や取

新登場。すっきり見える美しいシルエットと

動きやすさが抜群。汗をかいても乾きやすい

ミントなどカラーが豊富。

り外し可能なフードが便利。

ゆったりとしたはき心地が魅力。

ドライ機能付きで、快適な着心地をキープ。

※KIDS・GIRLS 商品の100cm はオンライン販売のみ。 ※商品によってサイズの取り扱いが異なります。
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BABY

生後 0日目から赤ちゃんを包み込む、肌想いな縫製とやわらか素材。
新生児から乳幼児まで、月齢に合わせたベビー服が揃います。

新生児

乳幼児

もっと未来を豊かにする服へ─。
ユニクロは全商品リサイクルを進めています。服から服へのリサイクル、

1

難民への衣料支援、CO2削減に役立つ代替燃料への再生など。
「服のチカラ」でよりよい明日をつくるアクションにあなたも参加しませんか。

BABY

ボディスーツ

服 から服 へ のリサイク ル

支 援 衣 料としてリユース

¥590

ダウンとフェザーを

デリケートな赤ちゃんの肌に
やさしく、ママパパの使いや

79の国や地域に4,619万点の衣料支援

100%リサイクル

すさをとことん追求しました。

リサイクル活動によってお客様からお預かりした服を、難民キャンプなど
に寄贈しています。UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）や世界各地の

着られなくなったユニクロのダウン商品を
1 BABY

2

レギンス

赤ちゃんの安全・安心を守る工夫

NPO・NGOと協力することによって、適材適所、現地のニーズに寄りそっ

回収し、ダウンとフェザーの100％リサイク

た衣料支援活動を進めています。

ルを進めています。ダウンとフェザーをリ

（2021年8月までの累計）

サイクルすることによって、生産過程にお

各 ¥790

ける CO2排出量を、約20% 削減すること

デイリーに大活躍の定番レギンス

が可能になりました。

に、ゆったりしたはき心地のリラッ
クスフィットが新登場。
2 BABY

肌に直接触れる面は、縫い代があた

色のついたスナップボタンを採用す

りにくい縫製でストレスを軽減。デリ

ることで、着用時の留め位置をわかり

ケートな赤ちゃんの肌のために厳選

やすく。ボタンの掛け違いを防止する

されたやわらかい糸を使用。

ための工夫を施しました。

ファーリーフリース
ジャケット
各 ¥1,990
肌ざわりがよく、軽くて暖かいフリ
ースは、身頃にリサイクルポリエス
テルを使用。チンガード付き。

※一部商品・カラー・サイズは一部店舗およびオンライン販売のみ。

MATERNITY

※一部商品・カラー・サイズは一部店舗およびオンライン販売のみ。

産前産後におしゃれを楽しめるマタニティボトムスが、カジュアルからクリーンまで揃います。

新しい商品に

店舗で回収

いずれも快適なはき心地でお腹にやさしくフィットするのが特徴です。
1

ウルトラストレッチ
マタニティジーンズ

固形燃料（RPF※）
や自動車用防音材へのリサイクル
2

スマートアンクル
マタニティパンツ

¥3,990

¥3,990

細身のシルエットながら動きやすさ

楽なのにきれいに見えるマタニテ

は抜群。ウエスト部分は伸びやす

ィ仕様のスマートパンツは、オン・

いジャージー素材で、
トップスにひ

オフ問わず使えて便利。洗濯して

びきにくいのもポイント。

もシワになりにくいイージーケア。

体型の変化に寄りそう工夫

ユニクロで回収した衣料のうち、服としてリユースできないものは、燃料
や素材にリサイクル。石炭など化石燃料の代替となる高カロリー固形燃料
（RPF ※）や、自動車のエンジン音や電気自動車の高周波を低減する防音材

※マタニティ商品は一部店舗およびオンライン販売のみ。

38

ウエスト部分はエアリズム素材を

ウエストにはアジャスターゴムが

使い、快適な肌ざわり。お腹を締

付いているので、お腹の大きさに

め付けずやさしくカバーします。

合わせてサイズ調整が可能。

へと生まれ変わります。

特殊技術でダウンを
取り出し洗浄

世界最大級の品揃え！
オンラインストアなら、
欲しいものが見つかる
一部商品をひと足早く
予約注文することができます。

1

燃 料・素 材にリサイク ル

オンラインストアは
こちらから

※Refuse Paper and Plastic Fuel の略。

ユニクロでの
お買い物は
アプリがおすすめ

ORDER & PICK

店舗受取り

商品バーコードスキャン

最短2時間、アプリでオーダー
お店でピックできるんです

店舗受取りを選べば
送料が無料なんです

バーコードをスキャンして、
在庫確認できるんです

アプリの全サービス
こちらでチェック

2
※発売日は商品ごとに異なります。 ※商品により、取り扱い店舗が限定されることや在庫状況が異なります。 ※価格は変更になる可能性があります。 ※印刷の都合上、色みが実際と異なる場合があります。
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