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ロータスハートの特徴は
＊着心地のよいやさしい肌触りは
　オーガニックコットン80% ヘンプ20%が基本
＊動きやすさと美しいシルエットの両立
＊年齢や体型を問わず着こなせるサイズバランス

＊明るく元気に見せるきれいな色
＊オケーションを選ばず幅広く着られる生活着
＊アイテムが豊富でトータルコーディネートできる



ベイシックTシャツ
半袖　￥4,580
S・M・L

クルーネックの一番ベイシ
ックな T シャツです。 女性が
きれいに見えるサイドカー
ブ。 キュッと細身の T シャツ
ですが、 ピタピタではなく
ほどよいフィット。 年齢を問
わずどなたにでも気軽に着
ていただけます。

LOTUS HEART の Tシャツ
の最大の特徴は、 襟回り
と袖口のロック仕上げ。 

ベイシックTシャツ
長袖　￥5,580

S・M・L



UネックTシャツ
半袖　￥4,580
S・M・L

U ネック T シャツは、 ベイ
シック T シャツより襟開き
が深いので、 首を長く襟
元をきれいに、 そしてより
女性らしく美しく見せてく
れます。 リピートが最も多
い人気アイテムです。

LOTUS HEART の 長 袖 T 
シャツは、 袖が長めで見
た目のバランスがとても
いいです。 そんな些細な
ディテールが美しいシル
エットを生み出します。

UネックTシャツ
長袖　￥5,580

S・M・L



ロングカーデガン
￥6,980／F

Uネックカーデガン
七分袖
￥6,580／F

U ネック T シャツと合わせ
るとネックラインがピッタリ
合います。 T シャツだけで
は肌寒いときなどにオスス
メしたいおしゃれな 1 枚。 
短めのウエスト丈が下半身
を長く見せてくれます。

春・秋 はもちろん、 夏の
冷房対策にも重宝。 おう
ちの中で 1 枚羽織りたい
ときに便利なカーディガ
ン。 おしりをすっぽり隠し
てくれる長さも安心です。



フレアスカート
￥8,980／F

1 枚で 3 役こなせる便利モノ。 
ビーチやリゾート、 旅行に最
適。 両サイドの裾が少し長め
になっていて、 歩くと裾の動
きがとてもエレガントです。 
ストレッチ素材入りでしわに
なりにくく、 着崩れしにくくお
洗濯しても乾きが早いです。

ウエストで
縛ってスカートに

胸の上で縛って
チューブトップドレスに

首で巻けばホルターネックドレスに



ロータスラップ
￥8,980／F

アジアやアフリカの女性は
みんな一枚の布をうまく着こ
なしています。 ただの長方
形の布だと私たちにはちょっ
と着にくいので両サイドにベ
ロをつけて着やすくしまし
た。 ベロがあることでショー
ルにしても安定がよくなり使
いやすくなりました。 もちろ
んウエストで結んでもOK。

① 肩幅より少し広
げて立ち、 腰のくび

れに合わせて斜め
に巻き ②

手を入れて包帯を
巻く要領で巻き進

みます。 ③ ぐるっと
回して、 手

を入れて形を整え
ながら巻き④ 最後

は残ったの布をウ
エストに差

し込みます。 歩き
にくいならもう少し

足を広げてみまし
ょう。

広げるとこういう形



ヨガパンツ、 ガウ
チョパンツ、 フレ
アスカートは裾が
ロック仕上げか切
りっぱなしです。 

それはあなたの背丈やお好みの
長さに切ってもらいたいからで
す。 一瞬ギョッとしますが全然平
気 ! ! 普通にハサミで好きな長さ
に切って、 洗濯しても、 長く着て
いてもなんの問題もないです。

チューブスカート
￥6,980／F
ただの筒状のロングスカー
トで究極にシンプルなスカ
ート。 ウエストを折り返して
着るので着丈を調節できま
す。 女性的な装いはもちろ
ん、ワークブーツなどと合わ
せたカジュアルな着方もオ
ススメ。

ミニチューブ
￥4,980／F

レギンスと組み合わせたり、 
ヨガパンツの上にはいたり、 
もちろんそのままミニスカ
ートとしても使える便利なア
イテム。 ウエストの折り返し
で丈も調整できます。



（タイパンツもあります）

タイスカート
￥7,980／F

タイパンツと同じ着方の
スカートバージョン。 カッ
トソー独特のしなやかな
ラインがとても着心地よく
流れるような美しい曲線
が女らしい印象を。 臨月
の妊婦でも着られて、出産
後ももちろんOK。

① まっすぐ真横にピッと引っ張って広げます。 ② そのまま手前に
折り返して③ 後ろからひもを持ってきて結び ④ 上の部分を折り返
して余ったひもも挟み込みます。 ⑤ きれいな着方のポイントはま
っすぐにたたみ込んでシワがなくきれいに折り返すこと。



トッケイスカート
￥9,300／F

楽に着られてお仕事にも
使えるように布帛 （ふはく
ー織物生地） で作ったス
カートです。 タイパンツと
同じ着方ですがウエスト
のマジックテープがピッタ
リと安定させてくれるの
で、 きちんとした大人っぽ
い印象になります。 年配
の方にも好評です。

トッケイパンツ
￥9,800／F

トッケイスカートと同様、 
布帛で作ったパンツ。 



ガウチョパンツ
￥7,980／F

ボトムの中でも人気の高
いガウチョパンツ。 カジュ
アルなお出かけ着や部屋
着に最適なゆったり感と
楽ちんな履き心地。 あな
たの背丈やお好みの長さ
に切ってもらいたいから
裾は切りっぱなしです。

ヨガパンツ
￥6,980／S・M

お好みに合わせてウエス
トを折り返して着るタイプ
です。 ヨガやエクササイズ
はもちろん、 着心地楽ち
んで部屋着にもピッタリ！ 
ミニチューブや他のミニ
丈のボトムとの重ね着に
も重宝します。
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