
NMS-0301
リネン混ニットベスト

\11,880 税込

(\10,800 税抜)

01. オフホワイト

02. ナチュラル

03. 杢グレー

[商品説明]
 

リネンのシャリ感とコットンの肌触りがミックスされたニットベスト。編
地もプレーンで、アームホールも開いているので、どんなインナーとも相
性が良い使いやすいアイテムです。丈⻑めなので、体形隠しにも○ カー
ディガンなどの⽻織代わりに取り⼊れるだけでぐんと今どきっぽくなるア
イテムです。

○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：72cm
 

肩幅：46cm
 

天幅：19cm
 

バスト：119cm

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-0302
ストライプ刺繍ブラウス

\9,790 税込

(\8,900 税抜)

01. オフホワイト

02. ネイビー

03. ブラック

[商品説明]
 

ストライプ刺繍の薄⼿コットンブラウス。流⾏りのシアー素材を意識し
て、涼し気に着られる雰囲気にしました。前開きのAラインシルエットで、
後ろの裾はラウンドしているので、ヒップが程よく隠れる点も喜ばれるポ
イントです。袖部分はデザインとしてカフスを太くしています。 

○素 材  コットン100%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：72cm
 

袖丈：45cm
 

肩幅：41cm
 

天幅：18cm
 

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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NMF-0303
衿付きプルオーバー

\10,780 税込

(\9,800 税抜)

01. オフホワイト

02. モカ

03. ブルーグレー

[商品説明]
 

ちび衿とオーバーサイズの⾒頃のバランスが可愛いプルオーバー。両サイ
ドが落ちるようなシルエットで、ゆったりと飾らないラフなシルエットを
楽しめます。春はこれ⼀枚でさらっと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：70cm
 

袖丈：25cm
 

肩幅：72cm
 

天幅：20cm
 

バスト：150cm
 

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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NMF-0304
レース前開きブラウス

\11,770 税込

(\10,700 税抜)

01. オフホワイト

02. グレージュ

03. チャコール

[商品説明]
 

襟元の控えめなレースと太⽬のカフス＆袖⼝レースがポイントの前開きブ
ラウス。コットンリネン素材で、肌ざわりがよく、ころんとした丸みのあ
るボタンが特徴です。前開きにしてカーディガン代わりに使うのもおすす
めです。

○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：64cm
 

袖丈：50㎝
 

肩幅：50cm
 

天幅：16cm
 

バスト：110cm
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-0305
裾レースペチパンツ

\7,590 税込

(\6,900 税抜)

01. オフホワイト

02. ナチュラル

03. ブラック

[商品説明]
 

裾部分にレースが施されたペチパンツ。柄物やカラーアイテムとマッチし
やすいようにシンプルカラー展開にしています。春なので、⾜元からちら
つかせるレースは華やかさをプラスしてくれます。ウエストは紐とゴムの
イージー仕様。1枚持っていると便利なアイテムです。

○素 材  コットン70％ リネン30%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

ウエスト：70〜108cm
 

股上：36cm
 

股下：57cm
 

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-0306
テーパードパンツ

\10,780 税込

(\9,800 税抜)

01. マスタード

02. カーキベージュ

03. ネイビー

[商品説明]
 

ストレッチを程よく効かせ、ウエストがゴムと紐の仕様になったラクチン
パンツ。ウエスト周りにはタックが⼊っており、ヒップも余裕を持たせた
サイズ感です。透け感も気にすることなく履ける万能パンツ。差し⾊にマ
スタードのカラーバリエーションがありますので、是⾮チャレンジしてほ
しいアイテムです。

○素 材  コットン97% 
 

ポリウレタン3%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

ウエスト：66〜104cm
 

股上：32cm
 

股下：60cm
裾幅：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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NMF-0307
裾フリルパンツ

\10,890 税込

(\9,900 税抜)

01. ピンク

02. ブルー

03. ブラック

[商品説明]
 

ウエストがゴムと紐のイージー仕様の裾フリルパンツ。ヒップ・渡り⼱を
⼗分に取り、ふんわりとしたシルエットですが、張りの少ない素材ですの
で、着ぶくれすることなくすっきり履けます。裾部分はゴムだけでなく、
フリルをプラスすることでデザイン性がアップ。イージーだけどお洒落に
決まるボトムです。

○素 材  コットン100%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

ウエスト：66〜104cm
 

股上：39cm
 

股下：56cm
 

裾幅：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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NMF-0308
バックポイントジャケット

\11,990 税込

(\10,900 税抜)

01. オフホワイト

02. ナチュラル

03. ブラック

[商品説明]
 

軽やかなリネン混素材を使ったジャケットはマシュカシュで定評のアイテ
ムです。⼤⼈っぽく少しカッチリとした着こなしをしたいシーンなどに使
えるナチュラルアイテム。バックサイドにはゴムでギャザーを寄せてデザ
インをプラスしているこだわりのアイテムです。ジャケットなのに軽く、
さらっと⽻織れる点も魅⼒の⼀つです。

○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：53cm
 

袖丈：41cm
 

肩幅：58cm
 

天幅：20cm
バスト：112cm

 
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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NMS-0309
ワイドニットカーディガン

\11,660 税込

(\10,600 税抜)

01. モカ

02. 杢グレー

03. ブラック

[商品説明]
 

リネンのシャリ感とコットンのしなやかさを兼ねそろえたカーディガン。
⻑めの丈なので、すっきりとしたボトムにも合わせられ⾊々なコーディネ
ートを完成させることができます。後ろ⾒頃にはボックスタックを施し、
前は⼀つボタンにする事で敢えてミニマルで使いやすいデザインにしてい
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：63cm
 

袖丈：40cm
 

肩幅：65cm
 

天幅：24cm
バスト：138cm

 
袖⼝幅：7.5cm

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-0310
ストライプ刺繍シャツワンピース

\10,890 税込

(\9,900 税抜)

01. オフホワイト

02. ネイビー

03. ブラック

[商品説明]
 

ストライプ刺繍の薄⼿コットン素材で仕⽴てたシャツワンピース。流⾏り
のシアー感を意識したアイテムです。デザインは使いやすいシャツタイプ
で、シルエットも広がり過ぎないシルエットです。前開きなので、⽻織り
にしたりとかっこいい雰囲気としても使えます。いつものシャツワンピー
スのアップデートにピッタリの⼀枚です。

○素 材  コットン100%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：110cm
 

袖丈：47cm
 

肩幅：54cm
 

天幅：17.5cm
バスト：116cm

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-0311
丸衿プルオーバー

\10,890 税込

(\9,900 税抜)

01. オフホワイト

02. サーモン

03. ラベンダー

[商品説明]
 

肌ざわりの良いコットンリネンを使⽤したプルオーバー。前裾部分にタッ
クをいれて、バルーンシルエットに。後ろ⾒頃はラウンドさせて体形隠し
効果もあり、⼀枚でラフに着れるプルオーバーです。さりげない丸衿がか
わいらしく、春らしいやさしいカラー展開となっています。

○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：69cm
 

袖丈：45cm
 

肩幅：54cm
 

天幅：17.5cm
 

バスト：116cm

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-0312
フリル切りっぱなしブラウス

\11,220 税込

(\10,200 税抜)

01. オフホワイト

02. ギンガムチェックネイビー

03. ギンガムチェックブラック

[商品説明]
 

⾸まわりと袖⼝のフリルの切りっぱなし仕様の前開きブラウス。切りっぱ
なしはほつれないようにワンステッチ⼊れてありますので、安⼼してお使
い頂けます。前⾒頃にもタックを施し、マシュカシュらしい上品なブラウ
スに仕上がっています。無地のオフホワイトとギンガムチェックのブラッ
クとネイビーの3⾊展開。

○素 材  
<ギンガムチェック>

 
コットン45% ポリエステル35% リネン20%
<無地>

 
コットン70% リネン30%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
着丈：63cm

 
袖丈：42cm

 
肩幅：41cm

 
天幅：18cm

 
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-0313
フリル衿ブラウス

\10,560 税込

(\9,600 税抜)

01. オフホワイト

02. ドットミント

03. ドットイエロー

[商品説明]
 

無地とドット柄を揃えたプルオーバータイプのブラウスです。⾸回りには
細かいタックをぐるりと施し、マシュカシュこだわりのアイテムとなって
います。後ろ開きはボタン仕様になっており、着⽤しやすいように配置も
考えました。春らしいミントとイエローはドット柄。そして定番で使いや
すい無地のオフホワイトの3⾊展開です。

○素 材  コットン100%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：62cm
 

袖丈：48cm
 

肩幅：48cm
 

天幅：21cm
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
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NRF-0314
サイドリボンワンピース

\12,320 税込

(\11,200 税抜)

01. ブルーグレー

02. 花柄ブラック

[商品説明]
 

ウエスト部分にゴムを⼊れ、シルエットがキレイに⾒える花柄ワンピー
ス。トップス部分のふんわり感とスカートのフレア感で⼤⼈っぽく仕上が
ってみえます。⿊地にブルーと⽩の⼩花模様が⼤⼈っぽい花柄とくすみブ
ルーの無地の2⾊展開です。

○素 材  コットン100%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：115cm
 

袖丈：42cm
 

肩幅：69cm
 

天幅：18cm
 

バスト：144cm

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-0315
フリルワンピース

\14,300 税込

(\13,000 税抜)

01. ピスタチオ

02. サーモン

03. ブルーグリーン

[商品説明]
 

⾸まわりと袖まわりにフリルをあしらい、⾝幅にはギャザーをたくさん施
した贅沢な⼀枚です。3⾊とも春らしいカラー展開。⼀枚で春らしく、サマ
になる主役ワンピースです。

○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：114cm
 

袖丈：44cm
 

肩幅：58cm
 

天幅：17cm
 

バスト：186cm

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-0315.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0315__02.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0315__03.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0315__04.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0315__05.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0315__06.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0315__07.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0315__08.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0315__09.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0315__10.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0315__11.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0315__12.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0315__13.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0315__14.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0315__15.jpg
https://www.mashukashu.jp/admin/wp-content/uploads/2022/10/NMF-0315__16.jpg


NMF-0316
ギャザーワンピース

\14,300 税込

(\13,000 税抜)

01. ドットミント

02. ドットイエロー

03. ブラック

[商品説明]
 

トップスとスカート部分の切替位置が絶妙で可愛らしくなり過ぎないギャ
ザーワンピース。春らしいミントとイエローのドットに加えて、定番で使
いやすい無地ブラックの3⾊展開。

○素 材  コットン100%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：118cm
 

袖丈：50cm
 

肩幅：50cm
 

天幅：18cm
 

バスト：112cm

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-0317
裾フリルタックスカート

\13,970 税込

(\12,700 税抜)

01. ギンガムチェックネイビー

02. ギンガムチェックブラック

03. ブラック

[商品説明]
 

裏地に裾フリルを施したタックスカート。より⽴体的でナチュラルなイメ
ージに仕上げたい思いから、敢えて裏地の⽅にフリルを付けています。チ
ェックブラックと無地ブラックにはブラックのフリルで⼤⼈っぽく落ち着
いた印象に。チェックネイビーにはオフホワイトのフリル春らしい爽やか
な印象になっています。

○素 材  
<ギンガムチェック>

 
コットン45% ポリエステル35% リネン20%
<無地>

 
コットン70% リネン30%
裏地：コットン100％

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

総丈：80cm
 

ウエスト：66〜110cm
 

裾幅：182cm

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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LIF-0203
ストライプワイドシャツ

\9,790 税込

(\8,900 税抜)

 

02. ブルー

03. ネイビー

04. グリーン

[商品説明]
 

マシュカシュで毎年⼈気のストライプシャツ。⾸回りと前⽴ての配⾊使い
がより爽やかな印象でお顔回りを明るく⾒せてくれます。たっぷり⾝幅と
ドロップショルダーがカジュアルなこなれ感を出しています。⼈気のブル
ー・ネイビーに加えて、トレンド⾊のグリーンを今年は新⾊としてライン
ナップ。夏まで使える⼤⼈気アイテムです。

○素 材  コットン100%

○⽣産国  中国

○サイズ  F/フリー
 

着丈：68cm
 

袖丈：33㎝
 

肩幅：84cm
天幅：19cm

 
バスト：154cm

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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