
    

    

    

    

サイズ／SIZE XL 

*6-1-1000*6-1-1000

上着（青地にカラフルな刺繍
入り） 
ズボン（黒地にカラフルスト
ライプ） 
 
SHIRT (blue with colorful 
embroidery design) 
PANTS (black with colorful 
stripy design) 

上着 
（紺、胸元に刺繍有り） 
 
STAND-UP COLLAR 
SHIRT 
(navy blue with embroidery 
design on the front) 
 

ベスト（黒地に刺繍） 
シャツ（白）、ズボン（黒） 
腰紐（レインボーチェック柄の
ボンボン付き） 
 
VEST(black with embroidery 
design) 
SHIRT(white) 
PANTS(black) 
WAISTCLOTH(rainbow‐
checked pattern with              
bobble ornaments) 
 
 
 

上着 
（緑、胸元に刺繍デザイン、
ひもタイプ） 
 
STAND-UP COLLAR 
SHIRT 
(green with embroidery 
design、 lace on the 
front) 
 
 
 

M 

 

L 

 

M 

 

L 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

*6-1-1003*6-1-1003*6-1-1002*6-1-1002*6-1-1001*6-1-1001



    

    

    

    

サイズ／SIZE XL 

ジャケット（青） 
ズボン（青地にストライプ、
ウエストゴムひも） 
 
JACKET(blue） 
PANTS(blue with stripy    
pattern、elasticized waist) 

ポンチョ 
（茶色、横縞模様） 
 
PONCHO 
(brown with colorful 
horizontal stripy pattern) 
 
※重め 
HEAVY 
 

上着、ズボン 
（白、アンヘリートちゃん 
（通称：天使ちゃん）をモチ
ーフにしたデザイン） 
 
COLLARLESS SHIRT AND 
PANTS 
（white with ANGELITO 
motif：go by the name of 
Angel) 

上着、ズボン 
（白、アンヘリートちゃん 
（通称：天使ちゃん）をモチ
ーフにしたデザイン） 
 
COLLARLESS SHIRT AND 
PANTS 
（white with ANGELITO 
motif：go by the name of 
Angel) 

L 

 

M, L L, XL 

 

L 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

*6-1-1004*6-1-1004 *6-1-1005*6-1-1005 *6-1-1006*6-1-1006 *6-1-1007*6-1-1007



    

    

    

    

上着 
（青地に刺繍入り、V ネッ
ク） 
 
COLLARLESS SHIRT 
（blue with embroidery 
design、ｖ‐necked) 
 
 
 

シャツ（赤、襟元黄色）、スラック
ス（白）、麦わら帽子（赤・黄・緑
ラインのリボン付き） 
 
SHIRT(red with yellow collar）、
SLACKS (white) 、STRAW HAT
（ribbon with red／yellow／
green stripes） 
 
※対象年齢 13 歳前後 
AGED AROUND 13 YRS. 
※カーニバル衣装 
CARNIVAL COSTUME 

シャツ（赤、襟元黄色、ピン付き） 
スラックス（白）、麦わら帽子
（赤・黄・緑ラインのリボン付き） 
 
SHIRT(red with yellow collar 
with pin)、SLACKS (white)  
STRAW HAT（ribbon with red／
yellow／green stripes） 
 
※対象年齢 13 歳前後 
AGED AROUND 13 YRS. 
※カーニバル衣装 
CARNIVAL COSTUME 

帽子もあります 

WITH HEADWEAR 
帽子もあります 

WITH HEADWEAR 

帽子もあります 

WITH HEADWEAR 

160-170
㎝ 

160-170
㎝ 

160-170
㎝ L, XL 

 

シャツ（赤、襟元黄色）、スラッ
クス（白）、麦わら帽子（赤・
黄・緑ラインのリボン付き） 
 
SHIRT(red with yellow 
collar）、SLACKS (white) 、
STRAW HAT（ribbon with red
／yellow／green stripes） 
 
※対象年齢 13 歳前後 
AGED AROUND 13 YRS. 
※カーニバル衣装 
CARNIVAL COSTUME 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

*6-1-1008*6-1-1008 *6-1-1009*6-1-1009 *6-1-1010*6-1-1010 *6-1-1011*6-1-1011



     

     

 z    

     

帽子もあります 

WITH HEADWEAR 

帽子（リボンなし）もあります 

WITH HEADWEAR 

シャツ（赤、襟元黄色）、スラック
ス（白）、麦わら帽子（赤・黄・緑
ラインのリボン付き） 
 
SHIRT(red with yellow collar）、
SLACKS (white) 、STRAW HAT
（ribbon with red／yellow／
green stripes） 
 
※対象年齢 13 歳前後 
AGED AROUND 13 YRS. 
※カーニバル衣装 
CARNIVAL COSTUME 

シャツ（赤、襟元黄色） 
スラックス（白）、麦わら帽子
（リボンなし） 
 
SHIRT(red with yellow collar）、
SLACKS (white) 、STRAW HAT
（with no ribbon) 
 
※対象年齢 13 歳前後 
AGED AROUND 13 YRS. 
※カーニバル衣装 
CARNIVAL COSTUME 

160-170
㎝ 

160-170
㎝ 

ベスト（前面：白地×赤、国
旗のワッペン・水色の襟、背
面：黒地、刺繍入り） 
 
VEST(Front: white and red 
with national flag 
embroidery design、blue 

collar、Back: black with 
embroidery) 
 
※対象年齢 11 歳前後 
AGED AROUND 11 YRS 
 
 

140 ㎝ 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

ボリビア／BOLIVIA 

 

160-170
㎝ 

160-170
㎝ 

ボリビア／BOLIVIA 

  

シャツ（白、襟・ボタン部
分・ポケットに緑の刺繍入
り） 
 
COLLARLESS SHIRT 
（white with embroidery 
design) 
 
 

L, XL 

 

ボリビア／BOLIVIA 

  

*6-1-1012*6-1-1012 *6-1-1013*6-1-1013 *6-1-1014*6-1-1014 *6-1-1015*6-1-1015


