


COLOR : white, black, indigo, gold, royal blue
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,200   DELI : 5月末

Never Judge Youir range....
自分の限界を自分で決めるなというメッセージＴシャツ

rg19sm-ss01 rg judgement back s/s tee

COLOR : white, black, H.gray, indigo
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,600   DELI : 6月中旬
絶妙なカラーリングのマジカルランプをモチーフにしたグラフィック。おすすめです。

rg19sm-ss04 rg magical light s/s tee

range 2019 summer Collection - Tshirts

COLOR : white, black, H.gray
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,300   DELI : 6月中旬

チェーンでロゴを形成したパンクなグラフィック。おすすめです。

rg19sm-ss02 range chain logo s/s tee

COLOR : white, black
SIZE : S, M, L, XL   PRICE : ¥4,300   DELI : 5月末
range★の3つのメインロゴをかすれた手書き風にして一枚に落とし込んだ
ビックサイズのＴシャツ。背中はネームになります。おすすめです。

rg19sm-ss03

rg huskiness logo Big size s/s tee

COLOR : black, indigo
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,500   DELI : 5月末
ピグメント染にバイオウオッッシュを掛けたボディに抜染プリントでロゴを入れた

ユーズド感あふれるＴシャツ。着込むほどに味が出る一枚です。

rg19sm-ss05 rg pigment bleached logo s/s tee



COLOR : white, black
SIZE : M, L   PRICE : ¥5,200   DELI : 6月中旬

USAコットンを使用したビックサイズTシャツ。
胸には新作のフラッグロゴ。背中にはrange★ロゴがプリントで入ります。

rg19sm-ss10

range flag ! USA cotton big size  s/s tee

COLOR : white, black, H.gray, indigo, gold
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,400   DELI : 5月末

フロントは小さめのrangeロゴのプリント。
バックはこちらも和の美を追求したrangeのキャラクターアニマルのこうもりのグラフィック。

イラストレーターKYONの作品。おすすめです。

rg19sm-ss07 classic JP style bat s/s tee

COLOR : white, black, H.gray, indigo, natural
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,300   DELI : 6月中旬

新作のe-star★モンスターロゴがプリントで入ります。おすすめです。

rg19sm-ss09 range e-monstar s/s tee

range 2019 summer Collection - Tshirts

COLOR : white, black, indigo, gold
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,300   DELI : 5月末

和柄のスクエアプリントに上からロゴをプリントした
和のおしゃれを追及した一枚。おすすめです。

rg19sm-ss06 rg WA斎 logo s/s tee

COLOR : blk/white, nvy/white
SIZE : S, M, L, XL   PRICE : ¥4,200   DELI : 5月末

細めのピッチのボーダーＴシャツ。フロントにはトリプルロゴがプリントで入ります。おすすめです。

rg19sm-ss08 rg boarder triple logo s/stee



range 2019 summer Collection - Tshirts

COLOR : white, black, banana yellow, burgundy, baby pink, natural
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥3,900   DELI : 5月末

rg19sp-ss01 doodle 1C s/s tee

COLOR : white, black
SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥5,200   DELI : 6月中旬

USAコットンを使用したレギュラーサイズのポケットTシャツ。胸のポケット上には
ミニBOXロゴ。背中裾にはfrom dusk till dawnがプリントで入ります。

rg19sm-ss11 rg USA cotton pocket T

COLOR : white, black
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,200   DELI : 5月末

say goodbye to 平成。 say hello to 令和ということで０（零）とO（輪）でreiwa Tシャツを作りました。
ベタな令和はちょっとという方にぴったりのＴシャツ。おすすめです。

rg19sm-ss12 rg +REIWA s/s tee

COLOR : white, black, H.gray, navy, purple
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,400   DELI : 5月末

rg19sp-ss05 range devil girl s/s tee

COLOR : white, black, H.gray, banana yellow, purple
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,200   DELI : 5月末

rg19sp-ss06 rg tribal logo s/s tee

COLOR : white, black, H.gray, baby pink, indigo
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,200   DELI : 5月末

rg19sp-ss07 nothing better than range★ s/s tee



range 2019 summer Collection - Tshirts

COLOR : white, black, baby pink, Vanila white
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,200   DELI : 6月中旬

rg19sp-ss12 Kuromi devil s/s tee

COLOR : white, black, H.gray, navy
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,000   DELI : 5月末

rgreg-ss13 range fluorescence logo s/s tee

COLOR : white, black   SIZE : 1 size   PRICE : ¥5,500   DELI : 6月中旬

rg19sp-ss13 My Melody and kuromi 1 piece

COLOR : white, black, pink, yellow
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,400   DELI : 6月中旬

rg19sp-ss15 Hello kitty s/s tee

COLOR : white, black, baby pink, Vanila white
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,200   DELI : 6月中旬

rg19sp-ss11 My Melody Angel s/s tee
COLOR : white, black, aurora heather

SIZE : S, M, L   PRICE : ¥4,500   DELI : 6月中旬

rg19sp-ss14 Cinnamoroll graffiti s/s tee



range 2019 summer Collection - Tshirts / shirts

COLOR : white, black, beige
SIZE : M, L   PRICE : ¥8,200   DELI : 5月末
ポリエステル生地のクラッシックな雰囲気のチェック開襟シャツ。

ポケット上に赤★、背中にrange★ロゴが刺繍で入ります。おすすめです。

rg19sm-sh01 rg classic check open shirts
COLOR : navy, black

SIZE : S, M, L, XL   PRICE : ¥7,600   DELI : 5月末

rg19sp-sh01 rg open color shirts triangleFDTD

COLOR : white, black, pink, blue   SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥8,500   DELI : 5月末
コットン＆ヘンプの夏らしいさわやかな7分袖のシャツ。胸は１ボタンで留めるスタイル。
爽やかで可愛くも大人っぽいシャツです。左胸に新ロゴ、背中にはピスネームが入ります。超おすすめです。

rg19sm-sh03 rg cotton hemp quarter slv. shirts

COLOR : white, black, banana yellow, navy, sumi
SIZE : S,   M,L,XL, XXL   PRICE : ¥4,400   DELI : 5月末

rgreg-ss12 rg EMB S/S tee

COLOR : black/black, black/white, black/gold, white/black, white/blue, white/gold,
orange, sax blue, red, purple, navy, h.gray, yellow

SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥3,800   DELI : 5月末

rgreg-st01 range logo s/s tee

COLOR : white, black
SIZE : M, L, XL
PRICE : ¥7,800
DELI : 6月中旬

ポリエステル生地のジャワ柄の開襟シャツ。
ポケット上に新ロゴ、背中にe★ロゴが
プリントで入ります。おすすめです。

rg19sm-sh02

rg java style
open shirts



range 2019 summer Collection - cut&sew

COLOR : white, black, navy, OX blue
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥7,200   DELI : 5月末

過去に人気があり再販のリクエストのあったポロシャツです。アメリカンクラッシックなカトゥーンキャラクター。おすすめです。

rg19sm-cs02 American Footballer polo revised
COLOR : navy, blue, black, burgundy, white

SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥6,400   DELI : 5月末

rgreg-cs01 rg silky polo

COLOR : navy, black
SIZE : S, M, L, XL   PRICE : ¥7,600   DELI : 5月末

rg19sp-sh02 rg open color shirts nothing better than range★

COLOR : black, gray
SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥8,200   DELI : 5月末

薄手のストライプ生地のジップパーカー。夏にピッタリの厚みと生地感です。ショーツとセットアップも可能です。

rg19sm-cs01 light  weight  set up zip parka
COLOR : black, navy

SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥8,300   DELI : 5月末

rg19sp-cs01 rg rugger shirts

COLOR : white, black, navy
SIZE : M, L, XL
PRICE : ¥3,600
DELI : 6月中旬

rg19sm-cs03

tank top

コットン生地のタンクトップ。
胸にe★のワッペン。

背中にrange★ロゴがプリントで入ります。



range 2019 summer Collection - shorts / pants

COLOR : woodland camo, black, blue camo
SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥10,800   DELI : 5月末

今季のrangeオリジナルショーツはカーゴ・ショーツ。右サイドに付いたカーゴポケットは
携帯やタバコも楽々入る大きさです。ポケットの★やロゴは刺繍です。

後ろポケットはジッパー付き。生地は大人っぽいザラっとした手触りのチャコールグレー、
ベーシックで人気のウッドランドカモ、独特の風合いのブルーカモ。
太さも丈もこれっていうジャストサイズ！3色ともに超おすすめです！！

rg19sp-st01 rg original cargo shorts

COLOR : black, gray, beige, navy
SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥8,500   DELI : 5月末

コットン生地のクライミングショーツ。 膝丈のちょうど良い太さのショーツです。
前に赤★、バックにrange★ロゴが刺繍で入ります。

rg19sm-st01

rg cotton climing shorts

COLOR : black, beige, olive, navy
SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥8,500 

DELI : 5月末
コットン生地のクロップドパンツ。
 7分丈のストレートシルエットです。
フロントにrg★、バックにバットロゴが
プリントで入ります。おすすめです。

rg19sm-pt01

rg cotton
cropped pants

COLOR : black, gray   SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥7,200   DELI : 5月末
薄手のストライプ生地のショーツ。夏にピッタリの厚みと生地感です。

ジップパーカーとセットアップも可能です。

rg19sm-st02 light weight set up shorts

COLOR : black, gray, navy   SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥8,200   DELI : 6月中旬
フロントには鮮やかなORANGEロゴ。バックはポケットを挟むように上下にプリントが入ります。

フレンチテリーの柔らかなおしゃれ感のある生地のスエットショーツです。

rg19sm-st03 rg 8.4oz sweat shorts



COLOR : navy, black, beige, white
SIZE : 1size   PRICE : ¥3,800   DELI : 6月中旬

rg New Hattan
Baseball mesh low cap

New HattanのBaseball lowcapと同じくフロントがベースボールcapのように固くハリのあるタイプのメッシュcapです。
フロントは刺繍、バックはクリップネームです。80-90’ｓリバイバルで復活の気配のあるメッシュcap。おすすめです。

COLOR : black, denim   SIZE : S, M, L, XL   PRICE : ¥11,800   DELI : 5月末

rgreg-pt04 range stretch skinny fit denim

range 2019 summer Collection - pants / cap&hat

COLOR : navy, black, beige, white
SIZE : 1size   PRICE : ¥4,000   DELI : 5月末
New Hattanのlowcapながらフロントがベースボールcapのように

固くハリのあるタイプです。フロントは刺繍、バックはクリップネームです。

rg19sm-ht01

rg New Hattan
Baseball low cap

COLOR : indigo, black
SIZE : M, L, XL
PRICE : ¥12,000

DELI : 5月末

rgreg-pt01

range
denim pants

COLOR : beige, charcoal   SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥11,000   DELI : 5月末

rgreg-pt03 range slim fit stretch chino pants

COLOR : indigo, black, black/red stitch   SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥13,000   DELI : 5月末

rgreg-pt02 range tapered denim pants

rg19sm-ht02



COLOR : black, green, blue   SIZE : 1size   PRICE : ¥9,200   DELI : 6月中旬
すっかり人気が定着したanelloのカバンをボディに使った10ポケットのバックパック。とにかくポケットが多くて小分けに収納するのに大変便利です。
デイリーに使用するのにぴったりのサイズです。フロントに刺繍、持ち手にピスネームが付きます。おすすめです！

rg19sm-bg01 rg pocket back pack

range 2019 summer Collection - cap&hat / bag

COLOR : denim, lt.denim, black   SIZE : 1size   PRICE : ¥4,300   DELI : 5月末

rg18sp-ht01 rg New Hattan denim snap back cap

COLOR : black, white, beige, dk.beige, lavender, forest green, kelly green, burgundy
SIZE : 1size   PRICE : ¥4,000   DELI : 5月末

rg19sp-ht02 new hattan rg★EMB low cap

COLOR : black, white/black
SIZE : 1sizev   PRICE : ¥5,200   DELI : 6月中旬

rg19sp-ht01 Hello kitty B.B cap

COLOR : black, ivory/navy, gray/red, gray   SIZE : 1size   PRICE : ¥5,200   DELI : 5月末

rg17sp-ht01 champion cotton fabric snap back

COLOR : black/white, black/black, navy, white
SIZE : 1size   PRICE : ¥4,200   DELI : 5月末

rgreg-ht01 range original snap back cap

COLOR : lt.blue camo, lt.green camo   SIZE : 1size   PRICE : ¥4,200   DELI : 5月末

rgreg-ht01-4 range original snap back cap 4



range 2019 summer Collection - bag

COLOR : black, blue, olive
SIZE : 1size   PRICE : ¥5,500   DELI : 5月末

rg16h-bg01

newhattan body bag

COLOR : natural, red, black, navy   SIZE : 1size   PRICE : ¥6,800   DELI : 5月末

rg18f-bg01 Martin logo tote bag

COLOR : natural, navy, black, olive, red   SIZE : 1size   PRICE : ¥5,500   DELI : 6月中旬

rg19sp-bg01 Hello kitty tote bag

COLOR : black, green, blue   SIZE : 1size   PRICE : ¥8,000   DELI : 6月中旬
こちらは同じくanelloのカバンをボディに使った10ポケットのショルダーバック。
ポケットが多いので小分けに収納するのに大変便利です。同素材のポーチ付き。
デイリーに使用するのにぴったりのサイズです。両サイドに刺繍、ポーチにはネームが付きます。おすすめです！

rg19sm-bg02 rg pocket shoulder bag

COLOR : black
SIZE : 1size

PRICE : ¥8,800
DELI : 5月末

rgreg-bg01.2

range logo
back pack 2

COLOR : black   SIZE : 1size   PRICE : ¥4,500   DELI : 5月末

rg18f-bg04

rg mini porch with smart phone



COLOR : blk/red, blk/gray, blk/gray
SIZE : 1size   PRICE : ¥2,500   DELI : 6月中旬

がっちりしたフォルムのスクエア型のサングラス。
レンスはクリア、薄目のレッド、濃いめのグレーの3種類。

片側のサイドにrange★のプリントが入ります。おすすめです。

rg19sm-ac05

rg square garden sunglasses

COLOR : blk/green, blk/gray, blk/blue
SIZE : 1size   PRICE : ¥2,500   DELI : 6月中旬

売れ筋フォルムのサングラス。レンスはグリーン、ブルー、グレーの3種類。
片側のサイドにrange★のプリントが入ります。おすすめです。

rg19sm-ac07

rg plametal combi.sunglasses

COLOR : metal/clear, blk/clear
SIZE : 1size   PRICE : ¥2,500   DELI : 6月中旬

丸型のメタルフレームのサングラス。
レンスは薄目のグレー。フレームはメタルとブラックの2種類。

レンズにrange★のプリントが入ります。

rg19sm-ac06

rg metal round glasses

range 2019 summer Collection - accessories

COLOR : black   SIZE : 25cm, 27cm, 29cm
PRICE : ¥2,800   DELI : 6月中旬

PU素材のサンダル。シンプルながらデイリーユースにぴったりのお手軽サンダル。
値段もリーズナブル。３サイズ展開で男女兼用です。おすすめです。

rg19sm-ac01 rg classic logo sandals

COLOR : silver
SIZE : 1size

PRICE : ¥1,300
DELI : 6月中旬
Tシャツ型のkey Holder。
Tシャツ部分の胸に

e★のプリントが入ります。

rg19sm-ac02

rg T-shirts
key holder

COLOR : black
SIZE : 1size

PRICE : ¥1,300
DELI : 6月中旬

T丸環についたチェーンが伸びるので
key Holderとしてはもちろん

ウオレットチェーンとしても使えます。
片面にe★のプリントが入ります。

おすすめです！

rg19sm-ac04

rg 2 way
chain holder

COLOR : silver
SIZE : 1size

PRICE : ¥1,000
DELI : 6月中旬

両サイドがフックになっていて
key Holderとしてもカラビナ的にも使えます。
片面にrange★のプリントが入ります。

rg19sm-ac03

rg double hook
carabiner



rgreg-ac09
range

logo sticker
COLOR : black   SIZE : 1size

PRICE : ¥1,000   DELI : 2月末

rgreg-ac08
range

circle sticker
COLOR : black   SIZE : 1size
PRICE : ¥100   DELI : 2月末

rgreg-ac07
range

large sticker
COLOR : black   SIZE : 1size

PRICE : ¥1,000   DELI : 2月末

rgreg-ac03

range key holder
COLOR : black   SIZE : 1size

PRICE : ¥1,200   DELI : 2月末

rgreg-ac06 range cross&bat towel
COLOR : black   SIZE : 1size   PRICE : ¥2,000   DELI : 2月末

rgreg-ac01

pick necklace
COLOR : steel   SIZE : 1size
PRICE : ¥2,200   DELI : 2月末

rgreg-ac04

range rubber bracelet
COLOR : black, white, 蓄光
SIZE : 1size   PRICE : ¥1,000   DELI : 2月末

rgreg-ac40 rg smart phone book case
COLOR : black   SIZE : 1size   PRICE : ¥3,200   DELI : 2月末
スマホの現行機種のほとんど（H142*W71*D10mm以下のスマートホン）に対応できる

ブックケース型スマホケース。おすすめです！！

rgreg-ac11

range gotcha belt
COLOR : olive,

woodland degi camo,
desert degi camo,

black, purple
SIZE : 1size   PRICE : ¥2,500

DELI : 2月末

rgreg-ac12
range

towel hunger
COLOR : black

SIZE : 1size
PRICE : ¥1,000

DELI : 2月末

rgreg-ac05
range black pile
wrist band
COLOR : black
SIZE : 1size
PRICE : ¥1,500
DELI : 2月末

rgreg-ac35 range rubber coin case
COLOR : black, red   SIZE : 1size   PRICE : ¥650   DELI : 2月末

rgreg-ac36 range long camo wallet
COLOR : blue camo   SIZE : 1size   PRICE : ¥7,200   DELI : 2月末

range 2019 summer Collection - accessories

COLOR : black
SIZE : 1size   PRICE : ¥3,200   DELI : 5月末

rgreg-ac40 rg smart phone book case

COLOR : steel   SIZE : 1size
PRICE : ¥2,200   DELI : 5月末

rgreg-ac01

pick necklace COLOR : black, white, 蓄光
SIZE : 1size   PRICE : ¥1,000   DELI : 5月末

rgreg-ac04range
rubber bracelet

COLOR : black   SIZE : 1size
PRICE : ¥1,200   DELI : 5月末

rgreg-ac03

range key holder COLOR : black   SIZE : 1size   PRICE : ¥2,000   DELI : 5月末

rgreg-ac06 range cross&bat towel

rgreg-ac07

COLOR : black   SIZE : 1size
PRICE : ¥1,000   DELI : 5月末

range
large sticker

rgreg-ac08

COLOR : black   SIZE : 1size
PRICE : ¥100   DELI : 5月末

range
circle sticker

rgreg-ac09

COLOR : black   SIZE : 1size
PRICE : ¥1,000   DELI : 5月末

range
logo sticker

COLOR : olive,
woodland degi camo,

desert degi camo,
black, purple

SIZE : 1size   PRICE : ¥2,500
DELI : 5月末

rgreg-ac11

range gotcha belt

COLOR : black
SIZE : 1size

PRICE : ¥1,000
DELI : 5月末

rgreg-ac12
range

towel hunger

COLOR : black
SIZE : 1size
PRICE : ¥1,500
DELI : 5月末

rgreg-ac05
range black pile
wrist band

COLOR : black, red   SIZE : 1size   PRICE : ¥650   DELI : 5月末

rgreg-ac35 range rubber coin case

COLOR : blue camo   SIZE : 1size   PRICE : ¥7,200   DELI : 5月末

rgreg-ac36 range long camo wallet
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