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裏表紙 表紙 トビラ面 トビラ面

｜   販売元   ｜

｜   卸 売   ｜

株式会社 CREAM　
〒155-0033 世田谷区代田4-29-11

www. malibudog-wholesale.com　

www.malibudog.net

お取引方法などの詳細は、
以下の卸売専用サイトにてご案内しています。

コンセプトは、カリフォルニアの古き良き時代。コンセプトは、カリフォルニアの古き良き時代。

ストレッチのきいたコットン素材を使い、ストレッチのきいたコットン素材を使い、

ベーシックで心地いい犬服をつくりました。ベーシックで心地いい犬服をつくりました。

めざしたのは、飼い主も着たくなる犬服でめざしたのは、飼い主も着たくなる犬服です。

毎日の犬服。 カリフォルニア 毎日の犬服。 カリフォルニア ヴィンテージンテージ

Enjoy the Slow Life
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サイズ展開

＊表記のサイズは、目安として考えください。 ＊表記の価格は、消費税は含まれません。

XXS

XXXS

XS

S

M

L

XL

XXL

首回り

25-28cm

27-30cm

29-33cm

32-36cm

36-42cm

42-50cm

50-57cm

胸回り

40-46cm

46-52cm

51-58cm

57-66cm

68-74cm

80-90cm

90-100cm

着丈

25.5cm

29cm

33cm

34.5cm

44cm

52cm

59.5cm

希望小売価格

¥3,800

21-24cm 34-40cm 22cm ¥3,600

¥4,000

¥4,200

¥4,400

¥4,600

¥4,800

¥5,000

素材 綿　94%　　ポリウレタン　6%

原産国 日本製c o l o r

PRODUCT NOTE

GREEN TEA

INDIGO BLUE

c o l o r

DARK CHERRY

FOG GRAY

c o l o r

MUD GRAY

FOG GRAY

壮大な大自然が広がる
ヨセミテ国立公園には、
多くの野生動物が生息しています。
ビーチリゾートと並び、
カリフォルニア州の人気スポットです。

古くからサーファーに愛されているマリブは、
セレブたちの別荘が立ち並ぶ静かな
ビーチリゾート。
California Vintageの
フラッグシップデザインです。

ケーブルカー、坂道、
ゴールデンゲートブリッジ。
カリフォルニアの中でも
落ち着いた雰囲気に包まれた都市、
サンフランシスコがモチーフです。

Y O S E M I T ES A N  F R A N C I S C O M A L I B U

中面　　　　　　　　

Creative Director 泉　晴子
Art Director／Designer 佐藤諭美

｜ 企画制作 ｜
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