
NMN-1001
レース付きカットソー

\7,480 税込

(\6,800 税抜)

01. オフホワイト

02. 杢グレー

03. ブラック

[商品説明]
 

レースが顔回りを華やかに⾒せてくれるレース付きカットソー。インナー
として着こなしの幅が広がる便利な⼀枚です。しっかりとしたコットン素
材なので、⼀枚で着ても透けないのも嬉しいポイントです。

○素 材
本体：綿100％

 
レース：綿100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：63cm
 

袖丈：57cm
 

肩幅：39.5cm
 

天幅：19cm
バスト：98cm

 
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-1002
ビッグカラー刺繍ブラウス

\10,780 税込

(\9,800 税抜)

01. オフホワイト

02. グレージュ

03. ブラック

[商品説明]
 

着⼼地のいいコットン素材で仕⽴てたプルオーバーブラウス。ポイントは
今年らしいビックカラーのデザイン。衿の前後に刺繍を施していますが、
⾝⽣地と同⾊の刺繍を使う事で、派⼿すぎず上品な印象に仕上げました。

○素 材  綿100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：64cm
 

袖丈：53cm
 

肩幅：42cm
 

天幅：17.5cm
 

バスト：108cm
 

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-1003
2WAYエプロンワンピース

\11,880 税込

(\10,800 税抜)

01. ブラウン

02. チャコール

03. ブラック

[商品説明]
 

ボタンありとなし、前後2wayの着こなしが楽しめるエプロンワンピース。
程よいドレープ感が出る⽣地を使⽤し、さり気ないラウンドヘムが⼤⼈の
かわいらしさをプラスしてくれます。インナーを⼯夫する事で⻑く着まわ
せるのも嬉しいポイント。

○素 材
綿35％・⿇30％・レーヨン20％・ポリエステル15％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：120cm
 

肩幅：32cm
 

天幅：24cm

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-1004
チェックバルーンパンツ

\9,790 税込

(\8,900 税抜)

01. ベージュ

02. キャメル

03. グレー

[商品説明]
 

トラッドな雰囲気のチェック柄の⽣地を使⽤したバルーンパンツ。裾にダ
ーツを⼊れて絞る事で⽴体感のあるバルーンシルエットに仕上げました。
ボリュームを出しつつもすっきり⾒えるシルエットで、トップスとの相性
も抜群です。

○素 材  ポリエステル100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

ウエスト：68〜106cm
 

股上：32cm
 

股下：52cm
 

裾幅：24cm

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-1005
チェックコート

\19,360 税込

(\17,600 税抜)

01. ベージュ

02. キャメル

03. グレー

[商品説明]
 

毎年⼈気のマシュカシュチェックコート。コンパクトな衿が品よくまとま
り、⼤⼈らしいクラシカルな印象に。ゆったりとしたサイズ感ながらもす
っきりしたシルエットなので、⼀枚⽻織るだけでおしゃれに決まります。
裏地もナチュラルで肌ざわりを意識したコットン100%で仕⽴てています。

○素 材
本体：ポリエステル100％

 
裏地 綿100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：113cm
 

裄丈：75cm
 

天幅：21cm
バスト：134cm

 
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
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NMS-1006
⽔⽟ジャガードベスト

\11,220 税込

(\10,200 税抜)

01. ベージュ

02. ブラウン

03. チャコール

[商品説明]
 

コロンとしたくるみボタンと⽔⽟ジャガードが⼤⼈可愛いニットベスト。
裾のさり気ないフレア感も⼥性らしさを引き⽴たせてくれ、ボトムを選ば
ずバランスが取れます。暖かみのあるニットで気⼼地さも抜群です。丁度
良い厚みなので、寒い冬にアウターの下に着てもゴワゴワせず着⼼地が良
いです。

○素 材  アクリル70％・ウール30％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：60cm
 

肩幅：37cm（リブ含まず）
 

天幅：19cm
 

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
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NMS-1007
刺繍カーディガン

\11,220 税込

(\10,200 税抜)

01. モカ

02. 杢グレー

03. ブラック

[商品説明]
 

⾸回りにお花の刺繍を施した、華やか印象のカーディガン。シルエットが
ベーシックなので、どんなコーディネートでも使える便利アイテムです。
刺繍とニットの絶妙な配⾊も⼈と差をつけられる⼀枚です。

○素 材  アクリル70％・ウール30％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：62cm
 

袖丈：53cm
 

肩幅：44cm
 

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
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NMS-1008
モックネックプルオーバー

\10,340 税込

(\9,400 税抜)

01. レッド

02. ブルー

03. グリーン

[商品説明]
 

薄⼿で滑らかな肌触りが魅⼒のモックネックプルオーバー。ドロップショ
ルダーでゆったりとしたシルエットが着⼼地良く、サイドスリット⼊りの
前後差をつけた裾は今年らしいポイントです。

○素 材  アクリル70％・ウール30％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：72cm
 

袖丈：47cm
 

肩幅：56cm
 

天幅：21cm
 

バスト：126cm
 

袖⼝幅：9cm

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/2022/07/NMS-1008__17.jpg


NMF-1009
裾タックシャツ

\10,780 税込

(\9,800 税抜)

01. オフホワイト

02. ブルーグリーン

03. ワイン

[商品説明]
 

洗いざらしのリネンコットン素材で仕⽴てたシャツ。裾にタックを⼊れる
ことでシンプルな中にも遊び⼼のある⼀枚に。⾊は定番のオフホワイトと
冬らしいブルーグリーン、ワインの3⾊展開です。

○素 材  綿55％・⿇45％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：70cm
 

袖丈：50cm
 

肩幅：50cm
 

天幅：17cm
 

バスト：108cm
 

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/2022/07/NMF-1009__01.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1009__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1009__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1009__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1009__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1009__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1009__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1009__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1009__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1009__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1009__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1009__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1009__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1009__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1009__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1009__16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1009__17.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1009__18.jpg


NMF-1010
花柄プルオーバー

\9,790 税込

(\8,900 税抜)

01. レッド

02. グリーン

03. ネイビー

[商品説明]
 

あたたかみのある素材で仕⽴てた花柄プルオーバー。控えめな丸衿のデザ
インも⼤⼈可愛いポイントに。リラックス感あるシルエットでシンプルな
ボトムと合わせるだけで華やかな印象になります。

○素 材  綿95％・⿇5％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：66cm
 

袖丈：43cm
 

肩幅：54cm
 

天幅：18cm
 

袖⼝幅：10.5cm

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/2022/07/NMF-1010__01.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1010__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1010__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1010__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1010__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1010__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1010__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1010__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1010__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1010__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1010__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1010__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1010__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1010__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1010__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1010__16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1010__17.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1010__18.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1010__19.jpg


NMF-1011
Vネックチュニック

\10,340 税込

(\9,400 税抜)

01. オフホワイト

02. セージ

03. ブラック

[商品説明]
 

さらりとしたコットンローン素材で仕⽴てたVネックブラウス。深めのVネ
ックデザインが顔回りをすっきりと⾒せてくれます。Tシャツからタートル
ネックまで幅広いインナーとの相性も抜群。サイドのスリットと前後の段
差がおしゃれ。少し後ろ衿を抜いた着こなしも程よいルーズ感が出ておス
スメです。

○素 材  綿100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：81.5cm
 

袖丈：41cm
 

肩幅：69cm
 

天幅：19cm
バスト：130cm

 
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/2022/07/NMF-1011.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1011__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1011__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1011__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1011__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1011__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1011__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1011__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1011__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1011__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1011__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1011__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1011__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1011__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1011__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/08/NMF-1011__16r.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1011__17.jpg


NMF-1012
花柄ワンピース

\11,880 税込

(\10,800 税抜)

01. レッド

02. グリーン

03. ネイビー

[商品説明]
 

⾸回りがすっきり⾒えるバンドカラーと華やかな花柄が⼤⼈らしいフェミ
ニンなワンピース。ウエストの切り替え位置には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くれます。

○素 材  綿95％・⿇5％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：116cm
 

袖丈：43cm
 

肩幅：61cm
 

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

https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1012__01.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1012__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1012__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1012__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1012__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1012__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1012__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1012__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1012__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1012__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1012__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1012__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1012__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1012__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1012__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1012__16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1012__17.jpg


NMF-1013
カラーワンピース

\10,780 税込

(\9,800 税抜)

01. イエロー

02. レンガ

03. ブルー

[商品説明]
 

イエロー、レンガ、ブルーの冬らしい3⾊を揃えたカラーワンピース。ウエ
スト部分のサイドにあしらったギャザーがデザイン性をプラスしてくれま
す。気⼼地の良いゆったりとしたシルエットで⼀枚でリラックススタイル
の完成です。冬は暗い⾊⽬になりがち。明るい⾊⽬を取り⼊れたコーディ
ネートが逆に新鮮です。

○素 材  綿90％・⿇10％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：118cm
 

肩幅：56cm
 

天幅：18cm
 

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/2022/07/NMF-1013.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1013__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1013__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/08/NMF-1013__04r.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/08/NMF-1013__05r.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/08/NMF-1013__06r.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1013__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1013__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1013__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1013__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1013__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1013__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1013__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1013__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1013__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1013__16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1013__17.jpg


NMF-1014
フリル切りっぱなしワンピース

\19,580 税込

(\17,800 税抜)

01. ナチュラル

02. ワイン

03. ブラック

[商品説明]
 

⼼地よい柔らかさが楽しめるリネン100％素材で仕⽴てたワンピース。衿元
と袖⼝の切りっぱなしデザインや前後に⼊った太めのタックなど、360°ど
こから⾒てもデザインが詰まったこだわりの⼀枚です。製品洗いを施し、
リネンの肌ざわりを最⼤限に楽しんで頂ける逸品です。

○素 材  ⿇100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：118cm
 

袖丈：55cm
 

肩幅：42cm
 

天幅：19cm
 

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/2022/07/NMF-1014.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__17.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__18.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__19.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__20.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1014__021.jpg


NMF-1015
ワイドパンツ

\10,340 税込

(\9,400 税抜)

01. グレー

02. モカ

03. ブラック

[商品説明]
 

ウール混のあたたかみのある素材で仕⽴てたワイドパンツ。ゆったりめの
セミワイドシルエットがリラックス感のある装いを演出してくれます。ゴ
ムウエストはストレスフリーな履き⼼地で、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％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

ウエスト：68〜104cm
 

股上：35cm
 

股下：57cm
 

裾幅：38cm

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/2022/07/NMF-1015.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1015__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1015__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1015__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1015__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1015__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1015__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1015__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1015__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1015__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1015__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1015__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1015__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1015__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1015__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1015__16.jpg


NMF-1016
ポンチョコート

\17,160 税込

(\15,600 税抜)

01. グレー

02. モカ

03. ブラック

[商品説明]
 

ウール混の冬らしい素材で仕⽴てたポンチョコート。ゆったりとしたシル
エットはレイヤードスタイルも快適に決まります。すっきりとしたスタン
ドカラーデザインでインナーを選ばないのもうれしいポイントです。

○素 材
ウール50％・ポリエステル50％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：75cm
 

裄丈：76cm
 

天幅：18cm
 

バスト：139cm
 

袖⼝幅：16cm

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/2022/07/NMF-1016.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1016__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1016__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1016__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1016__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1016__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1016__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1016__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1016__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1016__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1016__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1016__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1016__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1016__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1016__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1016__16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1016__17.jpg
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NIZ-1017
シャギーストール

\4,290 税込

(\3,900 税抜)

01. マルチカラー

02. イエロー系

[商品説明]
 

シャギー加⼯を施した⼤判ストール。くるくる巻いても、ショールとして
肩掛けにしても、使いやすい⼤きさなのでアレンジは⾊々です。

○素 材
アクリル64％・ウール21％・ナイロン15％

○⽣産国  インド

○サイズ  40cm×180cm

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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