
2019ST-HT-01

平成で流行した様々なアイテムをデザインに盛り
込み、平成へのメッセージとして【▼ありがとう】
の文字をあしらったフーディ。

春らしいピンクをはじめとしたポップなカラーリ
ングに加え、着用しやすいブラックとホワイトも
ラインナップ。

近未来的ながら、どこか懐かしさを感じるノスタ
ルジックなグラフィックデザインと、サイズ、カ
ラーラインナップの豊富さが魅力のアイテム。

BYE BYE 平成 HOODI
PRICE : 17,500 JPY

SIZE : S,M,L,XL

COLOR : BLACK,WHITE,RED,PINK



平成で流行した様々なアイテムをデザインに盛り
込み、平成へのメッセージとして【▼ありがとう】
の文字をあしらったスウェット。

春らしいピンクをはじめとしたポップなカラーリ
ングに加え、着用しやすいブラックとホワイトも
ラインナップ。

近未来的ながら、どこか懐かしさを感じるノスタ
ルジックなグラフィックデザインと、サイズ、カ
ラーラインナップの豊富さが魅力のアイテム。

2019ST-HT-02

BYE BYE 平成 SWET
PRICE : 13,500 JPY

SIZE : S,M,L,XL

COLOR : BLACK,WHITE,BLUE,PINK



2019ST-RT-BK01

2019ST-RT-BK02 2019ST-RT-WH02

2019ST-RT-WH01

S 着丈 64 身幅 47.5 袖丈 57.5
M 着丈 67 身幅 50 袖丈 59
L 着丈 70 身幅 52.5 袖丈 60
XL 着丈 73 身幅 55 袖丈 61
綿 100％

右と左のスリーブで異なるデザイン、WH と BK で、異なるカラーリングなど細部
までこだわったアイテム。これからの季節を見据えた薄手のロンティーながら
しっかりとした生地で捲ったところで止まってくれる袖リブ付き。
リブにより手首がキュッとして見えるので、すっきりした印象も与えてくれます。
普段使いや忙しい日のワンポイントアイテムにも。

HELLO 令和 T-shirts
 HELLO 令和 LONG-T

PRICE : 7,500 JPY

SIZE : S,M,L,XL

COLOR : BLACK,WHITE



LOVE YOUR NEIGHBOR SWET
PRICE : 6,500 JPY

SIZE : S,M,L,XL

COLOR : BLACK

UN-TI NHK SWET
PRICE : 13,500 JPY

SIZE : S,M,L,XL

COLOR : WHITE

"FREEDOM" Printed  

Futuristic Sweater
PRICE : 9,060 JPY

SIZE : M,L,XL

COLOR : BLACK



COLLECTION



AN-TI SLEEVE LESS HOODIE
2019SS-T02-M COLOR :  MULTI COLOR

SIZE  :  ONE SIZE
Shoulder width  :  51.3cm

Body Length  :  49cm

BACT STYLE FRONT STYLE

15,000 JPY
日本社会への皮肉的なメッセージを込めた漫画をベースに造
り上げられたオーバーシルエットのフーディ。
キャッチーなデザインに、反社会的でシニカルなメッセージが
込められています。
様々な生地が切り替えられて使用され、ポップな色合いです。
身幅が広めにとられており、クロップドなシルエットは
着用するとおへそが出るサイズ感で、へそ出しで着用したり
ルックの写真のようにレイヤードしてインナーを出すなど
様々な着方ができるアイテムです。

The hoody of the over silhouette that was designed based on 
the cartoon which put an ironic message to Japanese society.
The catchy design has an anti-social and cynical message.
Various fabrics are switched and used, and it is a pop color 
tone.
This hoodie with wide and the cropped silhouette is able to be 
weared and then, the navel comes out.
Layered like the photo of the look and put out the inner
It is an item that can be worn in various ways.



近未来 Graphic Leotard Top
2019SS-T01-M COLOR :  MULTI COLOR ／ BLACK and  WHITE

SIZE  :  ONE SIZE
Shoulder width  :  51.3cm

Body Length  :  49cm

BACT STYLE FRONT STYLE

12,400 JPY
レオタードとして、またスナップボタンを展開することでトッ
プスとしても着用することができるアイテムです。
インパクトのあるグラフィックデザインがインパクト大なが
ら、二通りの使い方ができることで活用する場面が多く、シン
プル目のアウターに合わせて、インナーで個性を出したり、レ
ギンスの上からレオタードとして着用し、透け感のあるスカー
トを重ねるなど、おしゃれの幅は無限大です。
多少伸縮する素材のため、ジャストサイズに着用するのがおす
すめです。これからの暑い季節に一枚でインパクトを出したい
方にはお勧めしたいアイテムです。

The hoody of the over silhouette that was designed based on 
the cartoon which put an ironic message to Japanese society.
The catchy design has an anti-social and cynical message.
Various fabrics are switched and used, and it is a pop color 
tone.
This hoodie with wide and the cropped silhouette is able to be 
weared and then, the navel comes out.
Layered like the photo of the look and put out the inner
It is an item that can be worn in various ways.

Body Length  :  49cm

2019SS-T01-BK



Psychedelic Side Slid Pants
2019SS-P02-M COLOR :  MULTI COLOR

SIZE  :  ONE SIZE
Shoulder width  :  51.3cm

Body Length  :  49cm

BACT STYLE FRONT STYLE

32,400 JPY
大きく広がるフレアにフルレングスのシルエットが特徴的な
ボトムスです。幻覚剤を思わせる特徴的なプリントはフルＣＧ
で生み出され、独自の立体感を生み出します。
両サイドには最高級ファスナーの「YKK EXCELLA」が施され、
開閉することでスリットあり・なし二つの印象を楽しむことが
出来るアイテムです。スリットを開くことで、ブーツやソック
スが顔を出し、コーディネイトの幅が広がります。

The hoody of the over silhouette that was designed based on 
the cartoon which put an ironic message to Japanese society.
The catchy design has an anti-social and cynical message.
Various fabrics are switched and used, and it is a pop color 
tone.
This hoodie with wide and the cropped silhouette is able to be 
weared and then, the navel comes out.
Layered like the photo of the look and put out the inner
It is an item that can be worn in various ways.



UN-TI Wool Tail Coat
2019SS-O02-BK COLOR :  BLACK

SIZE  :  M ／ L
Shoulder width  :  39cm ／ 46cm

Body Length  :  105cm ／ 118cm---

BACT STYLE FRONT STYLE

27,000 JPY
着用しやすいブラックフォーマルなウールコート。
上質な厚手のウールを使用しているので保温性に優れていま
す。燕尾シルエットのデザインは上品でモダンな印象をかもし
出します。シンプルで余計なものを排したデザインで、スト
リートからモードまで幅広く合わせやすいアイテムです。
後身頃は厚手の８０オンスデニムに切り替えられており、

「AN-TI WAR　反戦」をテーマにしたグラフィックデザインが
施されています。YKK EXCELLA製のセンタージップとあいまっ
てストリートでありながら、シンプルですっきりとした印象を
与えます。

The hoody of the over silhouette that was designed based on 
the cartoon which put an ironic message to Japanese society.
The catchy design has an anti-social and cynical message.
Various fabrics are switched and used, and it is a pop color 
tone.
This hoodie with wide and the cropped silhouette is able to be 
weared and then, the navel comes out.
Layered like the photo of the look and put out the inner
It is an item that can be worn in various ways.



Dropped Shoulder Bomber jacket
2019SS-O01-KH COLOR :  KHAKI

SIZE  :  FREE
Shoulder width  :  47.6cm

Body Length  :  41cm

FRONT STYLE

16200 JPY
ドロップショルダーデザインの半端丈シルエットが
人気のアイテム。

後身頃が長めのシルエットになっており、
肩で着て、インナーを少し見せるスタイリングや

センタージップを閉じて、インナーアウターとして着用するの
もおすすめです。
クラシックなコーディネイトにも合わせやすいアイテムです。

Half-length silhouette of the drop shoulder design
Popular items.
The rear of the body has become a long silhouette,

I wear it with a shoulder, and styling to show a little inner
It is also recommended to close the center zip and wear it as an 
inner outer.
It is the item that it is easy to match with a classic coordination.


