
NMF-0801
ポケット付きAラインワンピース

\12,320 税込

(\11,200 税抜)

01. インディゴデニム

02. ベージュ

03. ブラック

[商品説明]
 

バンドカラーでトレンド感のあるAラインワンピース。シンプルで定番のA
ラインワンピースに、ダブルの胸ポケットでアクセントをプラスしまし
た。コットンのツイル⽣地とデニム⽣地の2パターン展開で雰囲気も変わ
り、コーディネートの幅がぐっと広がります。

○素 材  コットン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：110cm
 

袖丈：53cm
 

肩幅：47cm
 

天幅：20cm
 

バスト：112cm
袖⼝幅：11cm

厚み

薄い   厚い

柔らかさ

柔らかい   硬い

⽣地の伸縮

あり   なし

⽣地の透け感

あり   なし
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NMF-0802
ボールパンツ

\10,120 税込

(\9,200 税抜)

01. インディゴデニム

02. ベージュ

03. ブラック

[商品説明]
 

コットンのツイル⽣地、デニム⽣地の2パターン揃えたポールパンツ。フロ
ント、バックにタックをあしらい、アクセントを加えながらふんわりと丸
みのあるバルーンシルエットを表現しているのが特徴。ウエストはストレ
スフリーな着⼼地の総ゴム仕様。内側を通した紐によって調節も可能で
す。

○素 材  コットン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

ウエスト：72〜104cm
 

股上：34cm
 

股下：55cm
 

裾幅：17cm

厚み

薄い   厚い

柔らかさ

柔らかい   硬い

⽣地の伸縮

あり   なし

⽣地の透け感

あり   なし
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NMF-0803
ボタンポイントワンピース

\10,120 税込

(\9,200 税抜)

01. ベージュ

02. ミント

03. ブラック

[商品説明]
 

程よくハリのある⾵合いが魅⼒のコットンタイプライター⽣地で仕⽴てた
ワンピース。フロントの左サイドにボタンをあしらう事でさりげないポイ
ントに。⼀枚でサマになるワンピースで、⼤⼈らしいカジュアルスタイル
をつくります。

○素 材  コットン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：117cm
 

袖丈：46cm
 

肩幅：54cm
 

天幅：18cm
 

バスト：116cm
袖⼝幅：10cm

厚み

薄い   厚い

柔らかさ

柔らかい   硬い

⽣地の伸縮

あり   なし

⽣地の透け感

あり   なし
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NMF-0804
ボタンポイントシャツ

\9,240 税込

(\8,400 税抜)

01. オフホワイト

02. ミント

03. ブラック

[商品説明]
 

⼤⼈らしいカジュアルスタイルには⽋かせないコットンタイプライター素
材を使⽤したボタンポイントシャツ。スタンドカラーにダブルボタンとシ
ングルボタンを切り替えて、さりげないポイントを加えました。

○素 材  コットン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：68cm
 

袖丈：47cm
 

肩幅：52cm
 

天幅：17cm
 

バスト：116cm
 

袖⼝幅：11cm

厚み

薄い   厚い

柔らかさ

柔らかい   硬い

⽣地の伸縮

あり   なし

⽣地の透け感

あり   なし
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NMF-0805
サイドボタンスカート

\9,240 税込

(\8,400 税抜)

01. ベージュ

02. ミント

03. ブラック

[商品説明]
 

独特のハリやコシが特徴のコットンタイプライターを使⽤したスカートで
す。ウエストはぐるりとゴム仕様なのでストレスなく着⽤できます。内側
を通した共布紐によって調節も可能です。左開きのサイドボタンと裾のス
リットががアクセントになり、トレンド感もプラス。

○素 材  コットン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

ウエスト：68〜110cm
 

総丈：80cm

厚み

薄い   厚い

柔らかさ

柔らかい   硬い

⽣地の伸縮

あり   なし

⽣地の透け感

あり   なし
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NMF-0806
配⾊ワンピース

\11,880 税込

(\10,800 税抜)

01. オフホワイト×ベージュ

02. オフホワイト×ブラック

03. ベージュ×ブラック

[商品説明]
 

ナチュラルな雰囲気が魅⼒的なギンガムチェックを使⽤したワンピース。
襟や袖⼝の配⾊無地使いがアクセントになった、シンプルな中にメリハリ
もきかせた⼀枚です。後ろ⾝頃の背ヨークに施したタックもさりげないポ
イントに。

○素 材  
コットン70％・リネン30％

 
別布：リネン55％・コットン45％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：118cm
 

袖丈：48cm
 

肩幅：54cm
天幅：17cm

 
バスト：116cm

 
袖⼝幅：11cm

厚み

薄い   厚い

柔らかさ

柔らかい   硬い

⽣地の伸縮

あり   なし

⽣地の透け感

あり   なし
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NMF-0807
配⾊前開きシャツ

\10,120 税込

(\9,200 税抜)

01. オフホワイト×ベージュ

02. オフホワイト×ブラック

03. ベージュ×ブラック

[商品説明]
 

襟や袖⼝の配⾊使いがかわいらしい印象の前開きシャツ。前後差のあるシ
ルエットやサイドスリットのマチ布がこなれ感ある装いに。後丈が⻑めの
ブラウスなので、⼀枚着るだけでトレンド感のあるバランスコーデに。

○素 材  
コットン70％・リネン30％

 
別布：リネン55％・コットン45％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：79cm
 

袖丈：46cm
 

肩幅：56cm
 

天幅：19cm
バスト：118cm

 
袖⼝幅：11cm

厚み

薄い   厚い

柔らかさ

柔らかい   硬い

⽣地の伸縮

あり   なし

⽣地の透け感

あり   なし
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NMF-0808
ピンタックワンピース

\12,320 税込

(\11,200 税抜)

01. ブルー

02. ブラウン

03. ブラック

[商品説明]
 

フロントのピンタックとボタンデザインが⼀枚でサマになるワンピース。
前後の切替にギャザーを施す事で贅沢な⼤⼈シルエットに仕上げました。
洗いざらしのリネンコットン使⽤でさらにふんわりと優しい印象に。

○素 材  リネン55％・コットン45％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：118cm  
 

袖丈：48cm 
 

肩幅：54cm 
 

天幅：20cm 
 

バスト：116cm 
 

袖⼝幅：10cm

厚み

薄い   厚い

柔らかさ

柔らかい   硬い

⽣地の伸縮

あり   なし

⽣地の透け感

あり   なし
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https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0808-14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0808-15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0808-16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0808-17.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0808-18.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0808-19.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0808-20.jpg


NMF-0809
レース前開きシャツ

\9,790 税込

(\8,900 税抜)

01. オフホワイト

02. ブラウン

03. ブラック

[商品説明]
 

マシュカシュらしい控え⽬なレースを⾸回りや袖⼝にあしらった前開きシ
ャツ。⼀枚でも⽻織りとしてカーディガン代わりにもなる優れもの。後ろ
ヨークにもギャザーを⼊れて⽴体感を出し、シンプルながらさりげないデ
ザインが魅⼒的な⼀枚です。

○素 材  リネン55％・コットン45％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：64cm 
 

袖丈：50cm 
 

肩幅：50cm 
 

天幅：16cm 
 

バスト：110cm 
袖⼝幅：10cm

厚み

薄い   厚い

柔らかさ

柔らかい   硬い

⽣地の伸縮

あり   なし

⽣地の透け感

あり   なし

https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0809.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0809__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0809__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0809__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0809__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0809__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0809__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0809__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0809__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0809__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0809__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0809__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0809__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0809__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0809__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0809__16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0809__17.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0809__18.jpg


NMF-0810
Wボタンジャケット

\11,220 税込

(\10,200 税抜)

01. ブラウン

02. ネイビー

03. ブラック

[商品説明]
 

ジャケットらしいしっかりとした綿⿇⽣地を使⽤し、カジュアルな中にも
きちんとした印象を備えました。ダブルボタンと裾に向かって広がるAライ
ンシルエットが特徴的な⼀枚に。同素材のタックボールパンツと合わせ
ば、フォーマルな場にも使え、ワードローブの幅が広がります

○素 材  コットン70％・リネン30％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：69cm 
 

袖丈：51cm 
 

肩幅：49cm 
 

天幅：16cm 
 

バスト：110cm 
袖⼝幅：15cm

厚み

薄い   厚い

柔らかさ

柔らかい   硬い

⽣地の伸縮

あり   なし

⽣地の透け感

あり   なし

https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0810.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0810__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0810__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0810__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0810__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0810__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0810__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0810__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0810__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0810__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0810__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0810__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0810__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0810__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0810__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0810__16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0810__17.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0810__18.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0810__19.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0810__20.jpg


NMF-0811
タックボールパンツ

\9,240 税込

(\8,400 税抜)

01. ブラウン

02. ネイビー

03. ブラック

[商品説明]
 

マシュカシュの定番で⼈気のタックボールパンツ。今回はしっかりとした
綿⿇素材を使⽤し、カジュアルにもフォーマルにも使えるようにしまし
た。裾にさり気なくダーツを施すことで広がりをおさえたコンパクトなシ
ルエットに。

○素 材  コットン70％・リネン30％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

ウエスト：68cm〜 
 

股上：32cm 
 

股下：52cm 
 

裾幅：23cm

厚み

薄い   厚い

柔らかさ

柔らかい   硬い

⽣地の伸縮

あり   なし

⽣地の透け感

あり   なし

https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0811.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0811__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0811__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0811__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0811__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0811__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0811__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0811__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0811__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0811__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0811__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0811__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0811__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0811__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0811__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0811__16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0811__17.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0811__18.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0811__19.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0811__20.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0811__21.jpg


NMF-0812
前開きリネンワンピース

\17,380 税込

(\15,800 税抜)

01. ナチュラル

02. グレージュ

03. ブラック

[商品説明]
 

⾵合い豊かなリネン100％で仕⽴てた前開きワンピース。衿回りと前⽴ての
繊細なレースが上品な装いに。ウエストにふんわりとギャザーを寄せて、
⼥性らしさをより引き⽴たせています。前開きにして⽻織りとしてコーデ
ィネートに取り⼊れるのもおすすめな⼀枚。

○素 材  リネン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：117cm 
 

袖丈：55cm 
 

肩幅：42cm 
 

天幅：19cm 
 

バスト：104cm 
袖⼝幅：11cm

厚み

薄い   厚い

柔らかさ

柔らかい   硬い

⽣地の伸縮

あり   なし

⽣地の透け感

あり   なし

https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-812__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-812.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0812__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0812__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0812__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0812__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0812__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0812__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0812__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0812__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0812__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0812__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0812__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0812__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF0812__15.jpg


NMF-0813
リネンギャザーブラウス

\12,540 税込

(\11,400 税抜)

01. オフホワイト

02. ナチュラル

03. ブラック

[商品説明]
 

肌触りの良いリネン100％⽣地で仕⽴てたギャザーブラウス。衿回りとボデ
ィにぐるりとあしらったレースが上品な印象に。程よくギャザーを施し、
ふんわりとしたシルエットで⼥性らしさを引き⽴たせてくれます。

○素 材  リネン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：63cm 
 

袖丈：56cm 
 

肩幅：37cm 
 

天幅：19cm 
 

バスト：140cm 
 

袖⼝幅：11cm

厚み

薄い   厚い

柔らかさ

柔らかい   硬い

⽣地の伸縮

あり   なし

⽣地の透け感

あり   なし

https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0813.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-813__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0813__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0813__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0813__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0813__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0813__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0813__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0813__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0813__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0813__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0813__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF0813__13.jpg


NMF-0814
花柄ワンピース

\11,880 税込

(\10,800 税抜)

01. ベージュ

02. ネイビー

03. ブラック

[商品説明]
 

落ち着いた⾊合いがモダンな雰囲気の花柄とシックで⼤⼈な⼩花柄の2パタ
ーンを揃えた前開きワンピース。⽢さ控えめに着られる、落ち着いた⾊味
が魅⼒的です。前開きタイプのデザインなのでボタンを開けてさっと⽻織
ったスタイルも素敵です。

○素 材  コットン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：116cm 
 

袖丈：49cm 
 

肩幅：48cm 
 

天幅：18cm 
 

バスト：164cm 
袖⼝幅：10cm

厚み

薄い   厚い

柔らかさ

柔らかい   硬い

⽣地の伸縮

あり   なし

⽣地の透け感

あり   なし

https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-814.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-814__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0814__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0814__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0814__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0814__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0814__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0814__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0814__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0814__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0814__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0814__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0814__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0814__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0814__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0814__16.jpg


NMF-0815
花柄ギャザーブラウス

\9,460 税込

(\8,600 税抜)

01. ベージュ

02. ネイビー

03. ブラック

[商品説明]
 

フロントにたくさん並んだボタンや袖⼝のギャザーなど、花柄とともにほ
んのり⽢さを感じさせるデザインをあしらいました。⾸元は低めのスタン
ドカラーですっきりとした印象に。落ち着いた⾊合いがモダンな雰囲気の
花柄とシックで⼤⼈な⼩花柄の2パターンを揃えました。

○素 材  コットン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：65cm 
 

袖丈：50cm 
 

肩幅：48cm 
 

天幅：18cm 
 

バスト：128cm 
袖⼝幅：11cm

厚み

薄い   厚い

柔らかさ

柔らかい   硬い

⽣地の伸縮

あり   なし

⽣地の透け感

あり   なし

https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0815.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0815__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0815__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0815__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0815__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0815__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0815__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0815__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0815__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0815__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0815__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0815__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0815__13.jpg


NMF-0816
ベスト

\9,460 税込

(\8,600 税抜)

01. インディゴデニム

02. ベージュ

03. ブラック

[商品説明]
 

コットンのツイル⽣地、デニム⽣地の2パターン揃えたベスト。背あてのス
トライプ使いやフロントのダブルポケットなど、遊び⼼もプラスしまし
た。アクセントになるベストは、さまざまなインナーとのコーディネート
が楽しめます。

○素 材  
コットン100％

 
別布：コットン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：62cm 
 

肩幅：37cm 
 

天幅：16cm 
バスト：104cm

厚み

薄い   厚い

柔らかさ

柔らかい   硬い

⽣地の伸縮

あり   なし

⽣地の透け感

あり   なし

https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0816.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0816__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0816__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0816__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0816__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0816__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0816__03-1.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0816__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0816__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0816__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0816__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0816__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0816__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0816__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0816__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0816__16.jpg
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NMS-0817
クルーネックカーディガン

\10,890 税込

(\9,900 税抜)

01. グレー

02. レッド

03. ブラック

[商品説明]
 

コットン100％で仕⽴てたさらっとした⾵合いのクルーネックカーディガ
ン。定番アイテムですが、前後差を付けた裾やサイドのスリットでトレン
ド感をプラス。さまざまなコーディネートに合わせやすく着まわし⼒も抜
群です。

○素 材  コットン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：60cm 
 

袖丈：48cm 
 

肩幅：50cm 
 

天幅：19cm 
 

バスト：110cm 
袖⼝幅：8cm

厚み

薄い   厚い

柔らかさ

柔らかい   硬い

⽣地の伸縮

あり   なし

⽣地の透け感

あり   なし

https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0817.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0817__6.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0817__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0817__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0817__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0817__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0817__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0817__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0817__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0817__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0817__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0817__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0817__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0817__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0817__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0817__16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0817__17.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0817__18.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0817__19.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0817__20.jpg


NMF-0818
リネンシャツ

\10,120 税込

(\9,200 税抜)

01. オフホワイト

02. ナチュラル

03. チャコール

[商品説明]
 

⼼地よい柔らかさが楽しめるリネン100％素材で仕⽴てたスタンドカラーシ
ャツ。衿元の切りっぱなしデザインがシンプルな中にもアクセントをプラ
ス。切りっぱなしに⾒えますが、根元はしっかりステッチ縫製し、ほつれ
ない仕様にしていますので安⼼です。

○素 材  リネン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：68cm 
 

袖丈：45cm 
 

肩幅：58cm 
 

天幅：18cm 
 

バスト：116cm 
袖⼝幅：11cm

厚み

薄い   厚い

柔らかさ

柔らかい   硬い

⽣地の伸縮

あり   なし

⽣地の透け感

あり   なし
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