
NMF-0201
花柄プルオーバー

\10,890 税込

(\9,900 税抜)

01. ピンク

02. ブラウン

03. ブルー

[商品説明]
 

春らしいスモックタイプの⼩花柄プルオーバー。前⾒頃はタックを施し、
後ろ⾒頃はすっきりとしたAラインのシルエットです。可愛らしい⼩花柄を
⼀枚取り⼊れるだけで、いつものコーディネートが⼀気に春らしくなりま
す。華やかな印象のピンク。落ち着いたトーンのブラウン。爽やかなブル
ー。どの⾊もボトムを選ばない⾊合いになっています。

○素 材  コットン100%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：66cm
 

裄丈：65cm
 

天幅：20cm
 

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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NMF-0202
裾絞りパンツ

\11,880 税込

(\10,800 税抜)

01. ベージュ

02. カーキ

03. ブラック

[商品説明]
 

ウエストはゴムと紐で調節可能なイージータイプ。裾部分もゴムが⼊って
いてシルエットがすっきりみえるラクチンパンツです。トップスを選ば
す、チュニックやワンピースと重ね着してもすっきりとしたシルエットで
細⾒え効果が期待できます。コットン100%素材なので、肌ざわりも良く、
ホームクリーニングもＯＫ。春から夏にかけて沢⼭使えるボトムです。

○素 材  コットン100%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

ウエスト：67〜104cm
 

股上：41cm
 

股下：57cm

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/2022/10/NMF-0202.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0202__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0202__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0202__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0202__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0202__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0202__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0202__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0202__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0202__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0202__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0202__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0202__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0202__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0202__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0202__16.jpg


NMF-0204
ワイドパンツ

\11,990 税込

(\10,900 税抜)

01. キャメル

02. グリーン

03. ネイビー

[商品説明]
 

定番のスッキリとしたシルエットが⼈気のワイドパンツ。少しキレイ⽬な
スタイルにも使えますが、ウエストがゴムと紐で調節可能なイージータイ
プ。リネンコットン素材で、肌ざわりも良く、通気性も抜群なので、春夏
通して着⽤できます。使いやすいキャメルとネイビーに加えて、トレンド
カラーのグリーンもラインナップ。履くと癖になるパンツです。

○素 材  リネン55% コットン45%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

ウエスト：66〜108cm
 

股上：33cm
 

股下：58cm
 

裾幅：35cm

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-0205
ギンガムチェックワンピース

\14,190 税込

(\12,900 税抜)

01. グレー

02. ブルー

03. ブラック

[商品説明]
 

⼩さめのギンガムチェックが⼤⼈っぽく、肌ざわりの良いコットン100%で
仕上げたワンピース。前⾝ごろのスカート部分はタックが施してあり、サ
イドポケットもさりげなく付けられています。着⽤時のシルエットもきち
んと感を兼ねそろえており、前開きで⽻織としても使える優れもの。春先
のお出かけに取り⼊れたい、お出かけワンピースです。

○素 材  コットン100%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：116cm
 

袖丈：56㎝
 

肩幅：42cm
 

天幅：19cm
バスト：98cm

 
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
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NMF-0206
ギンガムチェックブラウス

\11,440 税込

(\10,400 税抜)

01. グレー

02. ブルー

03. ブラック

[商品説明]
 

⼩さめのギンガムチェックが⼤⼈っぽい、ちび衿の前開きブラウス。⾝幅
を広くとり、ゆったりとしたシルエットで着こなすシャツですが、⽣地感
がゴワゴワしていないので着⽤時も快適です。前開きですが、上から3つは
コロンとした包みボタン。それよりしたは⽐翼仕様となっているので、⼀
⾒プルオーバーのように⾒えます。

○素 材  コットン100%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：71cm
 

袖丈：47cm
 

肩幅：56cm
 

天幅：19cm
バスト：133cm

 
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/2022/10/NMF-0206.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0206__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0206__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0206__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0206__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0206__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0206__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0206__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0206__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0206__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0206__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0206__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0206__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0206__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0206__15.jpg


NMF-0207
レーヨンリネンパンツ

\11,990 税込

(\10,900 税抜)

01. ベージュ

02. ネイビー

03. ブラック

[商品説明]
 

レーヨンリネンジャケットとセットでオケージョンとして使っていただけ
ます。トロミのある素材を使⽤し、ウエスト前部分はゴムを⼊れず後ろ部
分だけゴム仕様にしているのでトップスをインした時にすっきりと⾒えま
す。左サイドにボタンとファスナーがついています。きちんとポケットも
ついている使いやすいシルエットのキレイなボトムです。

○素 材  レーヨン70% リネン30%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

ウエスト：70〜98cm
 

股上：33cm
 

股下：58cm
 

裾幅：29cm

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-0208
カラーカーディガン

\10,890 税込

(\9,900 税抜)

01. ライトグレー

02. レッド

03. ブルー

[商品説明]
 

段違いの裾になっており、後ろが⻑めなので体形隠し効果もあるカーディ
ンガン。クルーネックタイプで春先の⽻織アイテムとして使いやすい⼀枚
です。薄⼿で軽いコットン100%素材。今年っぽくサイドにスリットもいれ
ているデザイン。春らしいカラー展開。春の⽻織アイテムのアップデート
に使ってほしいアイテムです。

○素 材  コットン100%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：60cm
 

袖丈：48㎝
 

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
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NMF-0209
ヘンリープルオーバー

\10,780 税込

(\9,800 税抜)

01. オフホワイト

02. グレージュ

03. ブルー

[商品説明]
 

しっかりめのリネンコットンを使ったプルオーバー。ポケットが前⾝ごろ
に３つ付いており、⾝幅をしっかりと取ったデザインなので、カジュアル
に少しゆるめの抜け感を出した雰囲気の着こなしができます。

○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：67cm
 

袖丈：43cm
 

肩幅60cm
 

天幅：20cm
 

バスト：120cm
 

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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NMF-0210
はしごレースブラウス

\11,440 税込

(\10,400 税抜)

01. オフホワイト

02. ピンクベージュ

03. ブラック

[商品説明]
 

しっかり⽬のコットン100%で仕⽴てた前開きブラウス。はしごレース使い
が程よい清涼感を出してくれ、上品な⼀枚に仕上がっています。袖はセッ
トインのデザインなのでジャケットやカーディガンなど⽻織ものと重ね着
もしやすく、程よくキレイ⽬なコーディネートにも使えます。

○素 材  コットン100%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：63cm
 

袖丈：50cm
 

肩幅：55cm
 

天幅：19cm
 

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
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NMF-0211
ボタンポイントワンピース

\13,090 税込

(\11,900 税抜)

01. キャメルブラウン

02. ブルーグリーン

03. ブラック

[商品説明]
 

Ａラインのすっきりとしたシルエットのワンピースです。前⾝ごろには可
愛らしコロンとした同素材のくるみ釦を使っており、袖⼝はカフス⼱を広
くとり、そこにもくるみ釦を２つ。上品な印象に仕上げています。春です
が、1年中使える落ち着いたカラー展開。ブラウンはキャメルっぽく、ブル
ーはターコイズがかったニュアンスカラーとなっています。

○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：117cm
 

袖丈：50cm
 

肩幅：50cm
 

天幅：19cm
バスト：152cm

 
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-0212
フリル袖ワンピース

\12,100 税込

(\11,000 税抜)

01. セージ

02. ブルー

03. ブラック

[商品説明]
 

シンプルな切替ワンピースですが、袖⼝をフリルにして、デザインをプラ
スしています。⽤尺たっぷりで1枚でも⼗分サマになりますし、⽻織ものと
重ね着して、袖⼝をポイントとして覗かせてもかわいい着こなしができま
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：42cm
 

肩幅：66cm
 

天幅：21cm
 

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-0213
花柄ワンピース

\14,080 税込

(\12,800 税抜)

01. ピンク

02. ブラウン

03. ブルー

[商品説明]
 

春らしい⼩花柄の前開きワンピース。ウエスト部分の両サイドにはギャザ
ーが⼊っており、そこから裾に向かって切替がはいったデザインになって
います。その為、スカート部分はふんわりとトップス部分はスッキリとし
たシルエットになっています。⼀枚で着ても春らしく華やかですが、前開
きなので⽻織や重ね着でアレンジしても、気分が上がるコーディネートが
完成します。

○素 材  コットン100%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：114cm
 

袖丈：46cm
 

肩幅：54cm
天幅：18cm

 
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/2022/10/NMF-0213.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0213__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0213__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0213__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0213__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0213__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0213__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0213__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0213__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0213__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0213__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0213__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0213__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0213__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0213__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0213__16.jpg


NMF-0214
レースポイントワンピース

\13,090 税込

(\11,900 税抜)

01. ベージュ

02. ネイビー

03. ブラック

[商品説明]
 

前⾝頃にレースをあしらったワンピース。袖にさり気なくギャザーが⼊っ
ており、ふんわりとかわいらしいシルエットになっています。ベージュ・
ネイビー・ブラックと落ち着いたカラー展開なので、レース使いのポイン
トが⼤⼈っぽく表現されています。

○素 材  コットン90% リネン10%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：116cm
 

袖丈：25cm
 

肩幅：54cm
 

天幅：21cm
 

バスト：120cm
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
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NMF-0215
多ボタンチュニック

\11,880 税込

(\10,800 税抜)

01. オフホワイト

02. グリーン

03. ブラック

[商品説明]
 

ふんわりシルエットの多ボタンデザイン。ボタンは2つ毎にとめるようにな
っているので、忙しい朝も⼼配なく、デイリー使いとして着て頂けます。
程よいチュニック丈なので、ワイドパンツや細みのパンツ等、⾊々なボト
ムとのコーディネートが可能です。程よい厚みのリネンコットンは初夏ま
で使える嬉しい素材です。

○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：96cm
 

袖丈：37cm
 

肩幅：54cm
 

天幅：18cm
バスト：141cm

 
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
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NMF-0216
レーヨンリネンジャケット

\12,980 税込

(\11,800 税抜)

01. ベージュ

02. ネイビー

03. ブラック

[商品説明]
 

レーヨンリネンパンツとセットでオケージョンに使って頂けるアイテムで
す。スッキリとしたVネックにドロップショルダーのデザイン。とろみのあ
るレーヨンリネン素材なので、飾らない印象でさらっと⽻織れるジャケッ
トです。かちっとしたものが苦⼿なナチュラル系の⼥性にぴったりのアウ
タージャケットです。

○素 材  レーヨン70% リネン30%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：62cm
 

袖丈：42cm
 

肩幅：66cm
 

天幅：15cm
バスト：138cm

 
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/2022/10/NMF-0216.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0216__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0216__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0216__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0216__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0216__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0216__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0216__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0216__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0216__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0216__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0216__12.jpg


NMF-0217
バンドカラーコート

\15,290 税込

(\13,900 税抜)

01. キャメル

02. オリーブ

03. ネイビー

[商品説明]
 

洗いざらしの表⾯感がとてもかわいいリネンコットン素材を使⽤したバン
ドカラーコート。⾝幅を広く取り、ドロップショルダーになったデザイン
なので、程よいルーズさとカジュアル感が出るシルエットとなります。ス
ッキリとしたバンドカラーデザインなので、インナーを選ぶこともなくさ
らっと⽻織れます。

○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：97cm
 

袖丈：35cm
 

肩幅：81cm
 

天幅：19cm
バスト：174cm

 
袖⼝幅：18cm

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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