
NMF-0901
コットンツイルコート

\16,060 税込

(\14,600 税抜)

01. ベージュ

02. カーキ

03. ブラック

[商品説明]
 

しっかりとしたコットンツイル素材を使⽤し、カジュアルにも着られるフ
ード付きコートに仕⽴てました。ゆったりとしたサイズなので中にも着込
めて、ロングシーズンで活躍してくれます。フロントのポケットも新鮮で
アクセントになります。

○素 材  コットン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
着丈：98cm
袖丈：47㎝
肩幅：58cm 
天幅：23cm

 
バスト：132cm
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-0901.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0901__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0901__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0901__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0901__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0901__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0901__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0901__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0901__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0901__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0901__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0901__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0901__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0901__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0901__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0901__16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0901__17.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0901__18.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0901__19.jpg


NMF-0902
リブ付きジャケット

\13,200 税込

(\12,000 税抜)

01. ベージュ

02. カーキ

03. ブラック

[商品説明]
 

襟ぐりと袖⼝のリブ切り替えがデザインポイントのコットンツイルジャケ
ット。ラウンドヘムで柔らかい雰囲気を加え、カジュアルになりすぎない
ように仕⽴てました。パンツコーデはもちろん、ワンピースなどの⽻織り
として取り⼊れるのもおすすめです。

○素 材  
コットン100％

 
リブ：ポリエステル100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：63cm 
 

袖丈：50㎝ 
 

肩幅：54cm 
天幅：19cm 

 
バスト：116cm 

 
袖⼝幅：14cm

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-0902.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0902__06-600.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0902__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0902__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0902__02-600.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0902__03-600.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0902__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0902__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0902__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0902__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0902__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0902__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0902__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0902__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0902__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0902__16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0902__17.jpg


NMF-0903
コーデュロイワンピース

\12,100 税込

(\11,000 税抜)

01. キャメル

02. モスグリーン

03. ブラック

[商品説明]
 

しっかりとしたコーデュロイ⽣地でカジュアルな印象に仕⽴てたシャツワ
ンピース。下にレギンスなどを合わせてワンピースとして着るのはもちろ
ん、ボタンを開けて軽い⽻織りとして合わせるのもおすすめで、着こなし
の幅が広がります。

○素 材  コットン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：110cm 
 

袖丈：47㎝ 
 

肩幅：54cm 
 

天幅：17cm 
 

バスト：116cm 
袖⼝幅：12cm

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-0903.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0903__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0903__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0903__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0903__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0903__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0903__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0903__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0903__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0903__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0903__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0903__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0903__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0903__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0903__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0903__16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0903__17.jpg


NMF-0904
コーデュロイパンツ

\10,120 税込

(\9,200 税抜)

01. キャメル

02. モスグリーン

03. ブラック

[商品説明]
 

しっかりとしたコーデュロイ⽣地で動きやすく仕⽴てたパンツです。サイ
ドポケットがアクセントになり、腰回りにはゆとりを持たせて、裾にかけ
て細⾝に仕上げたテーパードシルエットがポイント。ゴムウエストはラク
チンの穿き⼼地で、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：70〜104cm 
 

股上：33cm 
 

股下：54cm 
 

裾幅：20cm

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-0904.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/nmf-0904__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0904_03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0904_04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0904_05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0904_06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0904_07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0904_08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0904_09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0904_10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0904_11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0904_12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0904_13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0904_14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0904_15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0904_16.jpg


NMF-0905
リネンピンタックワンピース

\14,960 税込

(\13,600 税抜)

01. ナチュラル

02. ピンク

03. ブラック

[商品説明]
 

フロントに細やかなタックが⼊っており、袖⼝はギャザー＆ゴムで、袖⼝
を少し上げるだけで簡単にバルーン袖になります。ちょこっと折り返した
ウイングカラーもポイントに。肌ざわりの良いリネン100％の⽣地を使い、
こだわりのデザインはマシュカシュならでは。

○素 材  リネン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：117cm 
 

袖丈：48㎝ 
 

肩幅：52cm 
 

天幅：18cm 
 

バスト：112cm 
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-0905.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__17.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__18.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__19.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__20.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0905__21.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/nmf-0905__22.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0905__23.jpg


NMF-0906
中綿チェックベスト

\10,780 税込

(\9,800 税抜)

01. ベージュ

02. グリーン

03. グレー

[商品説明]
 

カジュアルになりすぎない、ナチュラルな雰囲気のウィンドウペン柄で仕
⽴てた中綿ベスト。マニッシュになりがちなベストもフロントのころんと
した丸ボタンやラウンドヘムにする事で優しい雰囲気に。インナー次第で
⻑く着れるアイテムです。

○素 材
ポリエステル80％ ウール20％
中綿：ポリエステル100％
薄地：コットン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
着丈：64cm
肩幅：39cm
天幅：20cm
バスト：108cm

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-0906.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0906__01.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0906__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0906__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0906__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0906__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0906__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0906__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0906__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0906__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0906__010.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0906__011.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0906__012.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0906__013.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0906__014.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0906__015.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0906__016.jpg


NMF-0907
チェックパンツ

\9,460 税込

(\8,600 税抜)

01. ベージュ

02. グリーン

03. グレー

[商品説明]
 

ウィンドウペン柄が⼀枚履くだけでコーディネート映えするストレートパ
ンツ。ストレートに仕上げたワイドパンツで、⼤⼈なこなれ感を残しなが
らもスッキリと履きやすくなっています。ゴムウエストはラクチンの穿き
⼼地で、内側を通した紐によって調節も可能です。

○素 材
ポリエステル80％ ウール20％
別布：コットン100%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
ウエスト：70cm
股上：33cm
股下：57cm
裾幅：27cm

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-0907.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0907__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0907__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0907__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0907__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0907__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0907__01.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0907__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0907__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0907__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0907__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0907__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0907__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0907__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0907__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0907__16.jpg


NMF-0908
ピンタック袖ワンピース

\11,440 税込

(\10,400 税抜)

01. ピンクベージュ

02. ネイビー

03. チャコール

[商品説明]
 

袖に⼊った細やかなタックでふんわりバルーン袖に仕⽴てたワンピース。
遊び⼼のあるボタンの配置もアクセントに。⾸元はスタンドカラーにして
すっきりさせました。⻑すぎない着丈で、パンツとの相性も抜群です。

○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：115cm
袖丈：45㎝
肩幅：54cm
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

https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/05/NMF-0908.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0908__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0908__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0908__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0908__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0908__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0908__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0908__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0908__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0908__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0908__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0908__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0908__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0908__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0908__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0908__16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/04/NMF-0908__17.jpg


NMN-0909
カットソージャケット

\10,560 税込

(\9,600 税抜)

01. オートミール

02. 杢グレー

03. チャコール

[商品説明]
 

コットンの裏⽑カットソーで仕⽴てたダブルボタンジャケット。⼩さめド
ットボタンのダブル前⽴てが、上品なかわいらしさを感じさせます。裾にか
けてさり気なく広がるAラインはどんなボトムにも合わせやすく、後ろゴム
のバックポイントで後ろから⾒てもポイントのあるアイテムです。

○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：61cm
袖丈：50cm
肩幅：53cm
天幅：19cm
バスト：114cm
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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NMN-0910
ハイネックプルオーバー

\9,020 税込

(\8,200 税抜)

01. オートミール

02. オレンジ

03. チャコール

[商品説明]
 

ゆったりとしたサイズで程よい抜け感が⼀枚着るだけでサマになる裏⽑プ
ルオーバー。シンプルながらサイドの前後差のあるスリットやハイネック
がトレンド感もプラスしてくれます。

○素 材  コットン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：67cm
 

裄丈：77cm
 

天幅：23cm
 

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-0911
花柄ワンピース

\11,220 税込

(\10,200 税抜)

01. アイボリー

02. ブラウン

03. ブラック

[商品説明]
 

アンティークな⼩花柄プリントが⽬を惹くワンピースです。起⽑素材で着
⼼地もよく、ウエスト切り替えに前後タックを⼊れることでゆとりのある
上品なシルエットに仕上げました。

○素 材  コットン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：116cm
 

袖丈：48㎝
 

肩幅：52cm
 

天幅：18cm
 

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-0912
花柄ギャザーブラウス

\9,020 税込

(\8,200 税抜)

01. アイボリー

02. ブラウン

03. ブラック

[商品説明]
 

花柄の起⽑コットン素材で温かみのある雰囲気のギャザーブラウス。太め
のロールカラーや袖⼝のギャザーでクラシカルな雰囲気をプラス。

○素 材  コットン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：63cm
 

袖丈：49㎝
 

肩幅：52cm
 

天幅：18cm
 

バスト：136cm
 

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-0913
チェックジャンパースカート

\11,990 税込

(\10,900 税抜)

01. ベージュ

02. グリーン

03. グレー

[商品説明]
 

ウィンドウペン柄が⼀枚で秋の装いに仕⽴ててくれるジャンパースカー
ト。すっきりとしたVネックやAラインシルエットがかわいらしくなりすぎ
ず、⼤⼈な装いにしてくれます。

○素 材  ポリエステル80％ ウール20％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：115cm
 

肩幅：37cm
 

天幅：14cm
 

バスト：114cm

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-0914
襟付きレースブラウス

\9,790 税込

(\8,900 税抜)

01. オフホワイト

02. ピンクベージュ

03. ネイビー

[商品説明]
 

フロントのレース＆ピンタック使いがマシュカシュらしいレースブラウ
ス。ゆったりとしたボトムと合わせてもすっきり⾒せられるサイズ感でコ
ーディネートの幅もぐっと広がります。

○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：60cm
 

袖丈：50㎝
 

肩幅：51cm
 

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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