
NMF-1101
ピンタックブラウス

\10,340 税込

(\9,400 税抜)

01. オフホワイト

02. グレージュ

03. ネイビー

[商品説明]
 

着⼼地のいいコットン素材で仕⽴てたバンドカラーブラウス。前⾒頃には
ピンタック、後ろ⾒頃には太めのタックを施したこだわりの⼀枚。ボタン
を開けて⽻織感覚でのコーディネートも楽しめます。

○素 材  綿100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：64cm
 

袖丈：49cm
 

肩幅：47cm
 

天幅：19cm
 

バスト：120cm
 

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-1102
レース衿ワンピース

\12,980 税込

(\11,800 税抜)

01. グレージュ

02. ブラウン

03. ブラック

[商品説明]
 

マシュカシュらしい衿元のレース使いとウエストのギャザーがポイントの
ワンピース。フロントにはころんとした上品なくるみボタンを配置しまし
た。⼀枚でコーディネートが決まる存在感のあるアイテムです。

○素 材
本体：綿70％・⿇30％

 
レース：綿100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：117cm
 

袖丈：48cm
 

肩幅：53cm
 

天幅：20cm
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
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NMF-1103
チェックスカート

\11,990 税込

(\10,900 税抜)

01. レッド

02. グリーン

[商品説明]
 

バップリーツの贅沢さが魅⼒のチェックスカート。シンプルなトップスと
合わせてもチェック柄スカートを取り⼊れるだけでクラシカルな雰囲気を
作り出してくれます。こだわりのプリーツデザインで優雅な⼤⼈の印象
に。かっちり感があるように⾒えて、ウエスト部分はゴムと紐の仕様とな
っており履き⼼地も抜群です。巻きスカート⾵のデザインなので、前部分
が2枚仕⽴てになっています。めくれる⼼配がなく安⼼です。

○素 材
本体：ポリエステル100％

 
ベルト：合成⽪⾰

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

総丈：83cm
 

ウエスト：68〜104cm

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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NMF-1104
中綿コート

\18,480 税込

(\16,800 税抜)

01. ブラウン

02. カーキ

03. ブラック

[商品説明]
 

裏キルトが暖かくて冬に重宝する中綿コート。ゆとりのあるサイズなが
ら、縦⻑シルエットでバランスよく、着⼼地の良いサイズ感に仕上げまし
た。ノーカラーデザインなのでインナーも選ばず、コーディネートが決ま
ります。

○素 材
本体：綿100％

 
裏地：ポリエステル100％

 
中綿：ポリエステル100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：104cm
 

裄丈：72cm
肩幅：53cm

 
天幅：18cm

 
バスト：116cm

 
袖⼝幅：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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NMS-1105
リーフ柄編みカーディガン

\13,640 税込

(\12,400 税抜)

01. アイボリー

02. ベージュ

03. 杢グレー

[商品説明]
 

凹凸感のあるリーフ柄がどこか懐かしいカーディガン。シルエットはベー
シックなので、どんなコーディネートでもバランスの取りやすいアイテム
です。⼤きめのシェルボタンもポイントの軽やかで暖かな着⼼地のカーデ
ィガンです。

○素 材
ウール50％・ナイロン25％・ポリエステル25％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：58cm
 

袖丈：47cm
 

肩幅：52cm
 

天幅：23cm
バスト：113cm

 
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
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NMS-1106
リーフ柄編みプルオーバー

\12,980 税込

(\11,800 税抜)

01. アイボリー

02. モカ

03. チャコール

[商品説明]
 

すっと⽴ち上がったモックネックがよりあたたかみを持たせてくれるリー
フ柄プルオーバー。⾒頃と袖で編地を切替えたデザインがこなれた印象
に。裾はリブのデザインなので、⻑めの着丈ですがボトムに合わせてブラ
ウジングもできるので、コーディネートに困りません。

○素 材
ウール50％・ナイロン25％・ポリエステル25％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：63cm
 

袖丈：52cm
 

肩幅：47cm
 

天幅：20cm
バスト：111cm

 
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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NMS-1107
カラータートルニット

\11,880 税込

(\10,800 税抜)

01. ブルー

02. ワイン

03. グリーン

[商品説明]
 

ざっくりとした太めのタートルデザインが暖かく、冬に⽋かせないタート
ルニット。カラーは⼤⼈しくなりがちな冬のコーディネートに華を添えて
くれるブルー、ワイン、グリーンの3⾊展開。サイドスリット⼊りの前後差
をつけた裾もこなれた印象に。

○素 材
ウール50％・ナイロン25％・ポリエステル25％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：69cm
 

袖丈：44cm
 

肩幅：57cm
 

天幅：23cm
バスト：122cm

 
袖⼝幅：13cm

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-1108
ブラッシング加⼯カーディガン

\11,440 税込

(\10,400 税抜)

01. グレー

02. ブルー

03. ネイビー

[商品説明]
 

ブラッシング加⼯を施し、⼀枚でも存在感のあるクルーネックカーディガ
ン。スタンダードなシルエットで着まわしやすく、デイリーコーディネー
トにも重宝します。ボタンは⼩さめにする事で上品な印象に。

○素 材
アクリル68％・ナイロン21％・ウール8％・ポリウレタン3％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：60cm
 

袖丈：45cm
 

肩幅：55cm
 

天幅：20cm
 

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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NMF-1109
ピンタックシャツ

\9,460 税込

(\8,600 税抜)

01. オフホワイト

02. セージ

03. ブラック

[商品説明]
 

繊細なピンタックとかわいらしいくるみボタンが装いを華やかに飾ってく
れるブラウスです。さらりとした柔らかな肌触りのコットン素材で着⼼地
良く、ロングシーズン着まわせます。

○素 材  綿100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：65cm
 

袖丈：49cm
 

肩幅：54cm
 

天幅：18cm
 

バスト：112cm
 

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-1109.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/MNF-1109__02r.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1109__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1109__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1109__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1109__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/MNF-1109__07r.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/MNF-1109__08r.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1109__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1109__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1109__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1109__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1109__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1109__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1109__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-1109__17.jpg


NMF-1110
ストライプシャツ

\11,660 税込

(\10,600 税抜)

01. グレー

02. ベージュ

03. ネイビー

[商品説明]
 

ストライプ柄はプリントではなく、縫込み調のナチュラルな⾵合いの⽣地
を使⽤。控えめな丸衿や袖⼝のフリル、前後差のある裾など、1枚着るだけ
で⾒栄えのするアイテムです。

○素 材  綿70％・⿇30％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：73cm
 

袖丈：48cm
 

肩幅：52cm
 

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

https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1110.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1110__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1110__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1110__04r.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1110__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1110__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1110__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1110__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1110__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1110__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1110__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1110__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1110__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1110__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1110__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1110__16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1110__17.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1110__18.jpg


NMF-1111
レース衿ブラウス

\12,540 税込

(\11,400 税抜)

01. オフホワイト

02. カーキ

03. ブラック

[商品説明]
 

マシュカシュらしい上品なレース衿が主役のプルオーバーブラウス。少し
皺感のあるしっかりとしたリネン混素材を使⽤し、⽣地の表⾯感がナチュ
ラルで素敵な⾵合いになっています。レースも⾝⽣地と同⾊にする事で可
愛くなりすぎず、⼀枚で上品なフェミニンスタイルに。

○素 材
本体：⿇55％・綿45％

 
レース：ポリエステル100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：67cm
 

袖丈：57cm
 

肩幅：45cm
バスト：114cm

 
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-1111r.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1111_02r.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1111_03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1111_04r.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1111_05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1111_06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1111_07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1111_08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1111_09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1111_10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1111_11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1111_12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1111_13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1111_14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1111_15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1111_16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1111_17.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1111_18.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1111_19.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1111_20.jpg


NMF-1112
ストライプワンピース

\13,860 税込

(\12,600 税抜)

01. グレー

02. ベージュ

03. ネイビー

[商品説明]
 

ストライプ柄はプリントではなく、縫込み調のナチュラルな⾵合いの⽣地
を仕様。ウエストの切替は前後でデザインを変え、細かなギャザーによっ
て作られるフレアシルエットが存在感ある着こなしに。

○素 材  綿70％・⿇30％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：115cm
 

袖丈：50cm
 

肩幅：53cm
 

天幅：20cm
 

バスト：114cm
 

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-1112.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_02r.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_17.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_18.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_19.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_20.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_21.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1112_22.jpg


NMF-1113
配⾊ワンピース

\11,220 税込

(\10,200 税抜)

01. グレージュ

02. キャメル

03. ブラック

[商品説明]
 

カフス部分と衿を配⾊にすることで、メリハリのきいたデザインに仕上げ
た配⾊ワンピース。テントラインに仕上げたパターンが、程よいドレープ
感を表現してくれ、⼀枚着るだけでも様になります。ボタンを開けて⽻織
感覚でコーディネートするのもおすすめです。

○素 材  綿100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：118cm
 

袖丈：55cm
 

肩幅：46cm
 

天幅：18cm
 

バスト：120cm
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-1113.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_02-1.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_17.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_18.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_19.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_20.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_21.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1113_22.jpg


NMF-1114
ピンタックレースワンピース

\12,100 税込

(\11,000 税抜)

01. モカ

02. チャコール

03. ブラック

[商品説明]
 

サイドは深いスリットを⼊れ、リボンで結んでアレンジする仕様に。スリ
ットから⾒えるパンツやスカートコーディネートがおしゃれに⾒せてくれ
るワンピースです。前⾝ごろのピンタックと繊細なレースがマシュカシュ
らしいポイントに。

○素 材  綿90％・⿇10％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：113cm
 

袖丈：51cm
 

肩幅：50cm
 

天幅：19cm
 

バスト：116cm
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-1114-1.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1114__02-1.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1114__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1114__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1114__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1114__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1114__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1114__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1114__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1114__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1114__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1114__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1114__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1114__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1114__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1114__16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1114__17.jpg


NMF-1115
ストライプバルーンパンツ

\10,340 税込

(\9,400 税抜)

01. グレー

02. ネイビー

03. ブラック

[商品説明]
 

程よいハリ感を併せ持ち合わせたウール混素材で仕⽴てたストライプパン
ツ。適度なバルーンシルエットが特徴で、リラックスした履き⼼地も魅⼒
的。ボリュームがありながら⾜元がすっきり⾒える丈感でバランスの良い
着こなしを作れるのもポイントです。

○素 材  ポリエステル95％・ウール5％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

ウエスト：68〜104cm
 

股上：35cm
 

股下：52cm
 

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/2022/07/NMF-1115-1.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1115__02-1.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1115__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1115__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1115__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1115__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1115__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1115__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1115__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1115__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1115__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1115__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1115__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1115__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1115__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1115__16.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1115__17.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1115__18.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1115__19.jpg


NMF-1116
変形カラーコート

\19,800 税込

(\18,000 税抜)

01. グレー

02. モカ

03. ネイビー

[商品説明]
 

⼀枚着るだけで⾸回りまでおしゃれに決まる変形カラーコート。⻑すぎな
い丈感にする事でどんなボトムに合わせてもすっきり⾒せてくれます。

○素 材  ポリステル80％・ウール20％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：100cm
 

袖丈：50cm
 

肩幅：54cm
 

天幅：17cm
 

バスト：126cm
 

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/2022/07/NMF-1116.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1116__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1116__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1116__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1116__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1116__06-1.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1116__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1116__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1116__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1116__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1116__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/07/NMF-1116__12.jpg
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